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          播磨科学公園都市圏域定住自立圏連携事業 

電子図書館、はじめます。 
 
たつの市立図書館では、宍粟市、上郡町、佐用町の各図書館と連携し、「播磨科学公園都市圏

域定住自立圏電子図書館」として、インターネット経由で電子書籍を貸し出すサービスを始め

ます。 

開始時点では９００タイトル以上の電子書籍を読むことができます。 

市内各図書館にはタブレットを用意し、実際に電子図書館の体験ができますので、ぜひお試

しください。 
 

【利用できる方】 

たつの市・宍粟市・上郡町・佐用町に在住、在勤または在学の方で、いずれかの市町の図書

館に利用者登録されている方   ※初回のみ、図書館で利用者IDの発行が必要です。 

 

１月１３日（土）１０時３０分から龍野図書館でオープニングイベントを開催します。 

当日は電子図書館体験会や電子図書館登録者への先着プレゼントなどがあります。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

播磨科学公園都市圏域定住自立圏電子図書館 

https://www.d-library.jp/haritei/ 
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たつの市立図書館 
龍野図書館 TEL(0791)62-0469 
新宮図書館 TEL(0791)75-3332 
揖保川図書館 TEL(0791)72-7666 
御津図書館 TEL(079)322-1007 
http://www.city.tatsuno.lg.jp/library/index.html 

No．148  １月号 
ら  い 

図書館へ気軽にぶらりと来館していただきたいという思いで命名しました。 

 図書館を英語で「Library(ライブラリー)」といいます。 

ら  い 

図書館へ気軽にぶらりと来館していただきたいという思いで命名しました。 

 図書館を英語で「Library(ライブラリー)」といいます。 

携帯専用サイトへは、

左のＱＲコードから 
(https://www.lib100.nex

s-service.jp/tatsuno-cit

y/mobile/index.do） 

 

２４時間、 

いつでもどこでも利用 OK！ 
 
インターネットに接続できる環境とスマートフ

ォンやタブレットなどの端末さえあれば、来館

が困難な方や、図書館までの距離が遠い方、日

中多忙な方も利用できます。 

すべての人に 

使いやすく！ 
  
文字の大きさを変えたり、

音声読み上げができたり、

朗読コンテンツがあったり

と、紙の本が読みづらい方

も読書が楽しめます。 

赤とんぼくんと 
あかねちゃんも 
やってくるよ!! 
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野 鳥 教 室 
 

野鳥についての説明を聞き、渡り鳥 
や野鳥を観察します。 

 
【講師】圓尾 哲也 氏（西播愛鳥会会長） 
【日時】１月２１日（日）１０時～１２時 
【場所】アクアホール３階 研修室、せせらぎ公園  
【対象】小・中学生、一般（小学３年生以下は保護者同伴） 
【定員】２５名（先着順） 
【持ち物】筆記用具・防寒具（あれば双眼鏡・鳥類図鑑）
【申込】揖保川図書館（電話可） 

         人形劇がやってくる    
絵本でもおなじみの『番ねずみのヤカちゃん』を人形
劇で楽しみましょう。   
【出演】人形劇団ぺこちゃん 
【日時】１月２１日（日）１３時３０分～１４時３０分 
    １３時１５分までにご来館ください。 
【場所】新宮図書館 研修室 【対象】３歳以上（大人も可）
【定員】６０名（先着順）  【申込】新宮図書館（電話可）

むかいあって、わらべうた!!    
親子で一緒に遊びながら、わらべうたをからだで覚え、
子どもに伝える講座を実施します。 
 
【講師】村上 泰代 氏（姫路おはなしの会） 
【日時】①２月９日（金）、②３月６日（火）、③３月２５日（日）

※いずれも、１０時３０分～１１時３０分 
【場所】アクアホール３階 研修室 
【対象】①・②０～２歳児とその保護者 

※①・②は別のわらべうたをします 
③３～５歳児とその保護者 

【定員】各回１５組（先着順）【申込】揖保川図書館（電話可）

本棚・１３１ 

『Ｍｒ.トルネード 藤田哲也 世界の空を救った男』  佐々木 健一 著 文藝春秋 
 

気象の分野にノーベル

賞があれば真っ先に受賞

していただろうと言われ

た日本人がいた。    
戦後、米国に渡り、竜

巻の強さを分類する世界

的単位「Ｆスケール」を

考案した藤田哲也。しか

し、彼の業績はそれだけではなかった。晩年に

人生を賭けて取り組んだ研究については、世界

の航空安全に貢献した偉大な発見にもかかわら

ず、日本ではほとんど知られていない。 
1970 年代、パイロットの操縦ミスかと見られ

た航空機事故の原因調査を依頼された藤田は、

大きな波紋を呼ぶ新説「ダウン・バースト」を

発表。「ダウン・バースト」は、雷雲によって発

生する局地的な下降気流とともに起きる爆風で、

これが多くの航空機事故の原因であると断言し

た。彼はその後、約10年もの間、激しいバッシ

ングと論争を経て、その現象の存在を証明した

のである。そして、この発見により世界の航空

機事故が激減し、今日の空の安全がもたらされ

たのだった。 
「ダウン・バースト」発見の裏には、その30

年前、原子爆弾投下直後の長崎での原爆調査に

自ら志願して参加した経験がつながっていた。

先入観にとらわれず地道な観察によってその爆

風による被害実態を明らかにしていたのである。

そして、彼はその調査結果から「ダウン・バー

スト」発見の着想を得たという。 
本書は、当時の関係者らへの丹念な取材を通

して、新発見に至る藤田の数奇な人生の歩みと

その人物像を描き出し、彼の業績が才能や幸運

だけでなく、一貫した現場実証主義と人間の悲

劇をどうしたらなくせるかという強い思いから

生まれたということを伝えている。 
（御津図書館 松田） 

  

トピックス    龍野北高生から絵本の寄贈をしていただきました！ 

昨年の「2017 ふるさとフェスタ」において、同校生徒の皆さんが授業の一環として、市内図書館から提供を受けたリ
サイクル本・雑誌を提供するコーナーを出店されました。その際、図書館に絵本を贈る趣旨の募金を行い、このたびその
募金で絵本４冊を購入し、市内各図書館に１冊ずつ寄贈していただきました。本当にありがとうございました。  

イベントのお知らせ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

凧・・・日 本 画    
明治から昭和にかけて活躍した日本画家たちの描いた美
人画を模写し、制作した和凧約30点を展示します。  
【作者】高艸

たかくさ

 仁
ひとし

 氏（日本凧の会会員・たつの市在住） 

【展示期間】１月６日（土）～１月３０日（火） 
【場所】龍野図書館 

龍野図書館

揖保川図書館

新宮図書館

揖保川図書館
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おすすめする子どもの本・13７   

『こぐまのくまくん』 Ｅ・Ｈ・ミナリック ぶん モーリス・センダック え 

         まつおか きょうこ やく 福音館書店 

 

くまくんは外に雪が降

っているのを見て、お母

さんに何か着るものが欲

しいと言いました。そし

てお母さんに帽子をつく

ってもらい、もう寒くな

いぞと外へ出て行きますが、すぐに戻って

きて、まだ何か着たいと言います。そこで

お母さんはオーバーを作ったりズボンを作

ったりしました。それでもすぐに引き返し

てくるくまくんに、お母さんはあきれて、

毛皮のマントでも欲しいのかと聞きます。

くまくんは毛皮のマントが欲しいと言いま

した。お母さんは、くまくんの着ているも

のを全部脱がせて、くまくんの体をポンポ

ンとたたき、毛皮のマントならここにあり

ますよと言いました。それを聞いたくまく

んは元気よく表に出ていきました。 

くまくんは自分の誕生日をお母さんが忘

れてしまっていると勘違いして、自分でバ

ースデースープを作ってお友だちをもてな

したり、手作りの宇宙帽を被って月へ行く

と言い出したりします。 

元気に遊ぶくまくんですが、最後は甘え

たくなり、お母さんのもとへ帰ります。成

長と甘えたい気持ちの間で揺れるくまくん

の姿と、くまくんを見守るお母さんの愛情

が、わかりやすい文章と優しいタッチの絵

で表現されています。４歳くらいから。   

（新宮図書館 勝谷） 

 
『小公子』 フランシス・ホジソン・バーネット 作 脇 明子 訳 岩波書店 

 

裕福な貴族の家庭に

育った父と孤児として

育った母との間に生ま

れたセドリックは、アメ

リカで貧しいながらも

幸福な生活をしていま

した。しかし、病気で父

が亡くなったあとは、母

と２人での質素な暮らしでした。 

７歳になったセドリックの元へ、イギリ

スから老伯爵の使いの弁護士が訪れ、思い

がけない知らせを告げます。セドリックが

祖父であるその老伯爵の莫大な遺産を継ぐ

唯一の世継ぎだというのです。セドリック

は、仲良しのホッブスさんに金時計と鎖を

贈って別れを告げ、母と共にイギリスの祖

父のところへ向かいます。 

初めて孫と対面した祖父は、自分がこれ

まで持っていたものとは違う感情を持つよ

うになります。冷たく頑固で高慢だった祖

父の心は次第にほぐれていきます。セドリ

ックのおかげで、屋敷全体も明るく感じら

れるようになりました。母に「どんなとき

でも親切で、誠実で」と育てられてきたセ

ドリックは、借金で困っている借地人を助

け、徐々に世継ぎとしての役割を果たし、

領地の人々の敬愛を集めるようになります。 

ところがある日、本当の老伯爵の世継ぎ

だという孫がセドリックの前に現れます…。 

セドリックの温かい心が、祖父の生活を

一変させることになり、好奇心旺盛で思い

ついたらすぐ実行に移し、まっすぐな性格

のセドリックは誰からも愛される存在で好

感が持てます。１０歳くらいから。 

（龍野図書館 河部） 
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１月の行事予定  ※詳細は各館へお問い合せください。 

 

★ えほんのじかん・・・絵本の読み聞かせ、わらべ歌など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

★ おはなしのじかん【対象：５歳児以上】・・・昔話などの語り、絵本の読み聞かせなど 

 

 

 

 
   

★ 読書会【対象：一般】・・・本を読んで感想を話し合う 

 

 

 

 

 

★ 子どもの本を読む会【対象：一般】 

 

 

 

  
 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

龍野図書館 【対象】１～３歳児、保護者  

２０日（土）・２７日（土）11 時～11 時 20 分 

『ティッチ』他 
 

新宮図書館 【対象】２～４歳児、保護者  

１５日（月）・２１日（日）・2９日（月）11 時～11 時 20 分  

『ぼくたちこいぬ』他 

 

揖保川図書館 【対象】２～４歳児、保護者   

６日（土）・１３日（土）・２０日（土）1０時 30 分～1０時 50 分 

『ふゆのき』他 

御津図書館   

【対象】１～４歳児、保護者  

１４日（日）・２１日（日） 

11 時～11 時 20 分 

『ゆきのひ』他 
 
 

【対象】５歳児～  

１４日（日）・２１日（日） 

11 時 30 分～11 時 50 分 

『ねむりひめ』他 

揖保川図書館 

６日（土）・１３日（土）・２０日（土） 

11 時～11 時 30 分 

「１２のつきのおくりもの」他 

龍野図書館 

１２日（金）10 時～11 時 30 分 

総会 年間計画作成 

御津図書館 

１７日（水）13 時 30 分～15 時 30 分

『石井桃子全集 1』石井 桃子 著 

揖保川図書館 

１９日（金）10 時～12 時 

「うたかたの記」森 鷗外 著 

龍野図書館 

１１日（木）10 時～11 時 30 分 

『小さい魔女』オトフリート・プロイスラー 作

 
凧・・・日本画 

（資料編） 
 

館内の凧の展示にあわ

せて、様々な凧の作り

方や、展示されている

凧に描かれている日本

画についてなど、関連

する資料を集めまし

た。 
 

【期間】１月３０日まで 

幸せの話をしよう 
  
寒いから、心があたた
まるように。幸せな話
をしよう。 
 

《児童展示》 

ことばっておもしろい
 
なまむぎなまごめなま
たまご。じゅげむじゅ
げむごこうのすりきれ
…。いっぱいしゃべっ
ていっぱい笑おう。 
 

【期間】１月３０日まで 

 
歴史に学ぶ 

幕 末・明 治 
  

近代日本の幕開けと

なった改革の時代に

生きた西郷隆盛、吉田

松陰、坂本竜馬など、

またその幕末の志士

を支えた女性などの

本を展示します。 
 
【期間】２月中旬まで 

龍野図書館 揖保川図書館 御津図書館

館内特集・展示 （一部紹介）

新宮図書館 
６日（土）・１３日（土）・２０日（土）・２７日（土）

10 時 15 分～10 時 45 分 

「わるいガチョウ」他 

 

仕事のヒント 
 

新しい年、ちょっと前

進したいあなたへ！

仕事に役立つ道具、書

類作成のスキルアッ

プ、接客など、仕事の

質向上や効率化のヒ

ントとなる本を集め

ています。       
【期間】1 月２９日まで  

新宮図書館 
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