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「ほっと ひととき」         揖保川町  坂田惠子 

                          

 雑多なことに追われながら、日常は流れて行く。何気ないようで、それなりに変化のある毎日。そん

な一日の生活のリズムの中に、図書館でのほっとタイムを組み込むだけで、ちょっとした気分転換をさ

せてもらっている。ソファに深く腰掛けて、ガラス越しにのどかな風景を眺めながら、ぼんやり自分の

思いの中に入っていくも良し、手元にお気に入りの本がみつかっていたら言うことはない。いや本当は、

熱いコーヒーとゆるやかなＢＧＭがあれば、などと思っている。 

借りている本を思うと、その時々の自分の心のありようが良くわかる。ガーディナーの気分の時は、

花や観葉植物に関する本を、「ちょっと健康を気遣わねば」と思っている時は、料理や運動の本だった

りする。いつも「なるほど」と納得するが、実行することや本当に理解することは、なかなか難しい。

それでも「それなりに頑張ってるよ」と自分を持ち上げて気を良くしては、ではまた次の本をと手に取

っていく。 

最近目についてしまうのが「おひとりさまの…」とか「老後の…」とか。いやいやまだまだと思いつ

つも、自然と目がいくのには笑ってしまう。本当にそろそろ行きたいのは絵本のコーナーなのに。自分

の子育ての頃に、こういう図書館がなかったことをいまだに残念に思う。でもその分、自分たちで少し

ずつ買いそろえては、読み聞かせをしてやれたのは良かったかもしれない。子どもたちは絵本の中に夢

を描き、冒険に出かけ、勇気凛々大きく想像の翼を広げていってくれ

たと思う。そのたくさんの絵本が段ボールの中で、次の出番を待って

いる。良い本は、いつまでも読み継がれていく。「読んであげようね」

と張り切ってはみるが、段ボールが開けられるのはどうもまだ先のこ

とのようで。 

それでは今暫く、美容と健康のページでもめくっておこうかなと思

って、今日もいそいそ図書館へ。 

    ※『読書と私』は図書館の利用者に執筆していただいています。 

                          

 

 

2013年 7月 1日 発行 

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 

URL http://tatsulib.city.tatsuno.hyogo.jp/ 

No．94 7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。 

 

携帯専用サイトへは、

左のＱＲコードから 

(URL:http://tatsulib.city.

tatsuno.hyogo.jp/m/） 
 

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。 
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トピックス  夏休みは図書館に行こう!!(前編) －イベントのご案内－ 

 

    

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一日図書館員体験 
図書館の仕事を体験しませんか？ 
日時、定員： 
【龍野図書館】 
7月 30日(火)、 2名 

【揖保川図書館】 
7月 24日(水)・25日(木)、各2名 

【御津図書館】 
7月 25日(木)・26日(金)、各2名 
午前9時 30分～午後5時 

対象：市内在住・在学の小学5年生～高校3年生 
申込期間：7月 10日（水）～7月 18日(木)まで 
※申込多数の場合は抽選、未経験者を優先します。 

木工作教室 
龍野北高校生による木工作教室 
日時：8月11日(日)  

午後2時～4時 30分 
場所：龍野図書館 
対象：小学校3年生以上 
   ※3・4年生は保護者同伴 
定員：20名程度（要申込・先着順） 
   ※7月13日(土)から受付 
参加費：150円（材料費・保険料として） 

夏休み親子工作教室 
絵本カバーでかわいいミニバッグを作ります！ 
日時：7月27日(土) 

 午後2時～午後 3時30分 
場所：御津図書館 
対象：小学生以上  

※3年生以下は保護者同伴 
定員：20名(要申込･先着順)  

※7月16日(火)から受付 

夏休みおりがみ教室 
動くおりがみ、遊ぶおりがみを作ろう！ 
日時：7月27日(土) 

午前 10時 30分～午前12時 
場所：アクアホール2階会議室3 

(揖保川図書館) 
対象：5歳以上  

※未就学児は保護者同伴 
定員：20名（要申込・先着順） 

工作教室 
びっくり箱をつくろう！ 
日時：8月3日(土) 

午後1時 30分～午後2時30分 
場所：新宮図書館 
対象：5歳児以上 

※5歳児は保護者同伴 
定員 :20名(要申込・先着順) 

合同読書会 
龍野高校生と課題図書についての感想を語ります 
日時：8月8日(木) 

午後2時～3時 30分 
場所：龍野図書館 
課題図書『県庁おもてなし課』 
     有川 浩著 
定員：10名（要申込・先着順） 

ちりめん本の講座 
ちりめん本の挿絵を使って行灯を作ろう！ 
日時：7月25日(木)･8月10日(土)のいずれか一日 

午後2時～ 
場所：龍野図書館 
対象：5歳以上  

※小学校３年生以下は保護者同伴 
定員：各 20名（要申込・先着順） 
   ※7月2日(火)から受付 
講師：堂野能伸氏 

工作教室 
木の枝や実を使って「木ぼっくり」を作ろう！ 
日時：8月3日(土) 

午後1時 30分～午後3時30分 
場所：アクアホール3階研修室 

(揖保川図書館) 
対象：小学生以上 
定員：15名 
（要申込・先着順） 

※7月16日(火)から 
受付 

 

ミケランジェロの講座 
ミケランジェロをイメージした 
ポップアップ絵本を作ろう！ 
日時：7月27日(土) 

午後1時～午後 5時 
場所：龍野図書館 
対象：小学校４年生以上 
定員：20名（要申込・先着順） 
   ※7月2日(火)から受付 
講師：初田隆氏 
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おすすめする子どもの本・8７ 

『ねむれない ふくろう オルガ』 ルイス・スロボドキン作（偕成社） 
 

ふくろうのこどもオルガは、とっくに眠って

いるはずの時間だというのに、眠れなくて困っ

ています。片方の目をつぶっても、反対の目を

つぶっても、ふたつの目をぎゅっとつぶっても、

眠れません。 

困ったオルガは、物知りの長老さまにどうし

たらいいか教えてもらいに行きますが、教わっ

たとおりにしても眠れません。 

困っているオルガのもとに、いろいろな動物

たちがやって来て、自分の眠り方を教えてくれ

ますが、しま

りすをまね

て体を丸め

ても、オポッ

サムをまね

て枝にぶら

下がっても、

あおかけすをまねて頭をかくそうとしても、こ

まどりをまねて細い枝でゆらゆらゆれても、や

っぱり眠れません。 

困り果てたオルガに、好きな歌をゆっくり、

ささやくように歌っていると、いつの間にか眠

ってしまうよ、とつぐみが教えてくれます。   

そういって歌いはじめたつぐみの真似をし

て、オルガと他の動物たちも声を合わせますが、

おしまいまでうたを聞くことができませんで

した。なぜなら、みんな途中で眠ってしまった

からです。 

青と緑を基調にした柔らかな絵から、ささや

くように歌う動物たちの声や、静かな寝息が聞

こえてくるようです。 

読んでもらえれば三歳くらいから。 

（御津図書館 山本） 

 

 

『元気なモファットきょうだい』 エレナー・エスティス 作 

渡辺 茂男 訳（岩波書店）   

 

黄色い借家にお母さんと住んでいる 4人きょ

うだい、シルビー、ジョーイ、ジェーン、ルー

ファスの日常生活を描いた物語。物語は自分た

ちの家が売りに出されるところから始まりま

す。 

ジェーンは警察署長のマリガンさんを怖い

人だと思っていました。ある日、いじめっ子の

ピータ―・フロストにちょっとしたいたずらを

言いつけてやると言われ、マリガン署長さんか

ら隠れようとお店のパン箱に逃げ込んで出ら

れなくなります。 

また、ルーファスは初めて学校へ行った日、

授業中に抜け出した男の子を追いかけて思い

がけず汽車に乗り込んでしまいます。初めは心

配だったルーファスですが、急行列車とすれ違

い大はしゃぎ。やがて見知らぬ駅で汽車は停ま

りますが、クランブリー行きの汽車が見つから

ず困っているとこ

ろを親切な整備の

おじさんと機関士

に助けられます。 

物語の最後では

家に買い手が付き、

引っ越します。 

子供たちは明る

く常に家はにぎや

かで、読者はこのモ

ファット家の強い

絆と豊かな愛情にふれて家族のあたたかさを

しみじみと感じることができます。 

続編に「ジェーンはまんなかさん」「すえっ

子のルーファス」「モファット博物館」があり

ます。七歳くらいから。 

（龍野図書館 藤本） 



館 名 行 事 対 象(上段） ・ 時 間（下段） ７月の予定

●えほんのじかん　  ０～３歳児、保護者  １３日・２０日

　第２・第３土曜日（１１時～１１時２０分）  『がたんごとんがたんごとん』他

●子どもの本を読む会  一般  １１日

　第２木曜日（１０時～１１時３０分）
　『エーミルの大すきな友だち』
『』　　　　　　　　　リンドグレーン著

　読書会  一般  １２日

　第２金曜日（１０時～１１時３０分） 　『あすなろ物語』　井上　靖著

●えほんのじかん　  ２～４歳児、保護者  ８日・２２日

  第２・第４月曜日（11時～11時20分）  『みずあび　どろあび　いいきもち』他　

■おはなしのじかん  ５歳児～  ６日・１３日・２０日・２７日

  土曜日（11時～11時30分）  「絵すがた女房」他

　読書会

●えほんのじかん　  ３～５歳児、保護者 １３日・２０日

　第２・第３土曜日（10時30分～10時50分）  『ちいさなヒッポ』　他

■おはなしのじかん  小学生以上 １３ 日・２０日

　第２・第３土曜日（11時～11時30分）  「おいしいおかゆ」他

　読書会  一般 １９ 日

　第３金曜日（10時～12時）  『方丈記』　　鴨長明 著

●えほんのじかん　  ０歳児～、保護者  １４日・２１日

  第２・第３日曜日（11時～11時20分）  『ちいさいしょうぼうじどうしゃ』 他

　読書会  一般  ２日

　第１火曜日（13時30分～15時30分）  『とんび』　重松 清　著

       各館の行事予定 ※詳細は各館へお問い合わせください。

 揖保川図書館

　℡（０７９１）
　７２－７６６６

　龍野図書館

　℡（０７９１）
　６２－０４６９

　御津図書館

　℡（０７９）
　３２２－１００７

「今こそ おさらいしよう 日本国憲法　
　　　　　～憲法が変わったら、私たちの生活も変わっちゃうの？～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキスト『あたらしい憲法のはなし』　

第１回：７月2０日（土）・第２回：８月４日（日）　時間：13時30分～15時　　
対象：一般（中学生以上）　定員：１５名（１日のみの参加も可）※先着順　場所：新宮図書館　

　新宮図書館

　℡（０７９１）
　７５－３３３２
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