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たつの市立図書館
龍 野 図 書 館
新 宮 図 書 館
揖保川図書館
御 津 図 書 館

TEL(0791)62-0469
TEL(0791)75-3332
TEL(0791)72-7666
TEL(079)322-1007

http://www.city.tatsuno.lg.jp/library/index.html
携帯専用サイトへは、
左のＱＲコードから
(https://www.lib015.nex
s-service.jp/tatsuno-cit
y/mobile/index.do）

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。

「出会い」

龍野町 長谷川 明美

私は２０年前に龍野の地に来て以来、幸いにも図書館のそばに住んでいます。大切な場所で
す。図書館では様々な出会いがありましたが、２つのことについて記したいと思います。
まず、龍野図書館の「子どもの本を読む会 あしの会」について… 課題本を読み感想をメン
バーと語り合います。そこにはよい児童文学との出会いがあり、時には本から身近な出来事へ、
また歴史や自然、音楽、美術等へと話題は広がり、専門の先生のお話をうかがう会や、美しい
演奏を聴かせていただく会へとつながることもあります。課題本を例会の１カ月前に図書館で
揃えていただくのですが、揃えにくい本もある中、気持ちよく準備していただき感謝していま
す。
もうひとつは、ストーリーテリングとの出会い。図書館で勉強を続ける機会を得て、その奥
深さ、難しさ、楽しさを知りました。ストーリーテリングは、おはなしや詩を覚えて子どもた
ちに語ること。子どもたちに語りながら、共におはなしの世界を体験する時間は、何ものにも
代えがたいと感じます。子どもたちにおはなしの楽
しさを伝えたいとの思いを持ち、これからも学び続
けたいと思っています。
たつの市では、それぞれの図書館で「えほんのじ
かん」
「おはなしのじかん」を設けておられます。初
めての方も、何回も楽しまれたことのある方も参加
されませんか？
（写真は龍野図書館のおはなしのじかんの様子）

※『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。
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夏休みは図書館に行こう!!(前編)

トピックス

－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２９日（水）
：２名 揖保川図書館 ７月２９日（水）
・３０日（木）
：各２名
御津図書館 ８月４日（火）
・５日（水）
：各２名
※午前９時３０分～午後４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１８日（土）まで ※申込多数の場合は抽選、未経験者を優先します。

おりがみ教室

牛乳パックでつくろう！

動くおりがみ、遊ぶおりがみを作ろう！
【日時】７月１９日（日）
午前１０時３０分～１１時３０分
【場所】アクアホール３階研修室（揖保川図書館）
【対象】５歳以上（未就学児は保護者同伴）
【定員】２５名（要申込・先着順）
【持ち物】おりがみ、マジック、のり

牛乳パックを使って、ジャンピングへびさん
を作ります
【日時】８月１日（土）午後１時３０分～３時
【場所】新宮図書館 研修室
【対象】５歳以上（小学１年生以下は保護者同伴）
【定員】３０人
【持ち物】牛乳パック（１Ｌ）３つ、輪ゴム９本、
のり、はさみ、定規、油性マジック（細）、おりがみ
【申込期間】７月１０日（金）から（要申込・先着順）

工作教室
空気を利用してロケットをとばそう！
【日時】８月２日（日）
午後２時～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】５歳以上（小学２年生以下は保護者同伴）
【定員】２０名
【持ち物】はさみ、セロテープ、色マジック
【申込期間】７月１０日（金）から（要申込・先着

きりえ教室
切り絵あんどんを作ろう！
【日時】８月８日（土）午前１０時～１２時
【場所】龍野図書館 ２階研修室
【対象】小学４年生以上
【定員】２０名
【持ち物】はさみ・カッター・えのぐ・えんぴつ
【参加費】５００円（材料費）
【申込期間】７月１０日（金）から（要申込・先着順）

大好きなおすすめ本を持って集合！
龍野図書館で ビブリオバトル を開催！
【日時】８月４日（火）午後２時～３時３０分
【場所】龍野図書館 ２階研修室
【対象】一般（高校生以上）
【定員】発表者 ６名 観戦者 ３０名程度
（要申込・先着順）
ビブリオバトルとは
１人５分でおすすめする本の魅力を語り、
「どの本を一番
よみたくなったか？」で投票を行い「チャンプ本」を決め
るゲームのような書評会

化石を見つけよう
いろいろな化石を含んでいる木の葉石をハン
マーで割って、化石を見つけましょう
【日時】８月８日（土）
① 午後１時～２時３０分 ②３時～４時３０分
【場所】新宮図書館 研修室
【対象】小学３年生以上
【定員】① ② 各２０人
【参加費】２５０円（材料費・保険）
【申込期間】７月１６日（木）から（要申込・先着順）

龍野図書館（正面入り口左側）に 返却ポストを設置しました
(利用の注意点) ・休館日や閉館後にご利用下さい。
・ＣＤ、ＤＶＤ、カセットのついた資料、紙しばいは、破損のおそれがあるので入れないで下さい。
・返却ポストがいっぱいの時は、押し込んだり表に置かないようにして下さい。
・返却処理は、資料を回収してからになりますので、処理されるまでは貸出中の扱いになります。
・長期の休館中は使用できない場合があります。
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おすすめする子どもの本・10９
『はろるどとむらさきのくれよん』

クロケット・ジョンソン 作

ある晚、ハロル
ドは月夜の散歩に
でかけたくなりま
した。そこで、む
らさきの不思議な
クレヨンで線を描
くと、それは道に
なりました。ハロ
ルドはむらさきの
クレヨンで描いた世界を旅して行きます。
迷子にならないように、りんごの木も描
きましたが、その木の下にはおそろしいド
ラゴンが番をしていました。こわくなった
ハロルドは後ずさりし、震える手に持って
いたクレヨンも一緒に震えて波の形になり、
あっという間に海へ沈んでしまいました。
やっとのことでボートを描いてはい上がり、
帆をあげて長い船旅へ出発です。

『山のトムさん』

石井 桃子 作

文化出版局

おなかがすいた時には大好きなパイを出
し、山のてっぺんから落ちそうになった時
は気球につかまって助かりました。
くたびれて眠くなってきたのに、町には
大きなビルがたくさんありすぎて、自分の
家の窓は見つかりません。じゃ、おまわり
さんに聞いてみよう。そうして指さされた
方角に行くと、ようやく家に着いて、ベッ
ドに入り、ことんと夢の中へ。
小さなハロルドの就寝前の絵の世界がそ
のまま冒険の舞台となり、思うがままの活
躍をします。海や山、窓だらけのビルやお
まわりさんの登場など子どもの空想を刺激
する展開にひきこまれます。
続編に『はろるどまほうのくにへ』
『はろ
るどのふしぎなぼうけん』ほかがあります。
読んであげるなら４歳くらいから。
（揖保川図書館 大西）

福音館書店

戦後まもなく、北国の開墾者として山あ
いに住んだ一家が鼠退治のため飼った猫
との生活を描いた自伝的物語。
鼠より少し大きい子猫に名前だけは勇
ましくと雄猫という意味のトム・キャット
と名付け、大事に育てました。
はじめはカエル捕りの教育から始まり
ました。おばさんが捕まえたカエルを放し
それをトムが前足で押さえるという具合
でした。おばさんがカエル捕りの名人にな
るほど繰り返され上手に捕れるようにな
ったものの、トムを喜ばせるだけに過ぎま
せんでした。そこでスパルタに切り替える
とその甲斐あってかセミ、ミミズ、チョウ
さえも捕れるようになりましたが、いっこ
うに鼠は捕れません。
ある時おしおきで天井に押し上げられ
たトムは、どたばたやっていたかと思うと、
やっと猫らしく子鼠を捕まえました。また

ある時は大きなリスをふりかぶり、投げ飛
ばし暴れ、目がランラン輝く様子は甘えん
坊トムではなく
“肉食獣トム”
になっていまし
た。お腹が悪く
なり、うんちま
みれになったト
ムをみんなで洗
濯し、絞ったり
裏がえしたりし
て乾かしたこと
もありました。
トムが巻き起こす騒動に家族が一喜一
憂しながら、深い愛情を注ぐ様子が伝わり、
温かい気持ちにさせてくれます。
小学校３年生くらいから。
（龍野図書館 石井）
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各館の行事予定
館 名

行 事
●えほんのじかん

※詳細は各館へお問い合わせください。

７月の予定

対 象(上段） ・ 時 間（下段）
1～３歳児、保護者
第２・第３土曜日（11時～11時20
分）

１１日・１８日
『やさい』 他

龍野図書館 子どもの本を読む会 一般

９日

℡（０７９１）
６２－０４６９

『年とったばあやのお話かご』
『イタリアののぞきめがね』
ファージョン 著

第２木曜日（10時～11時30分）

読書会

一般

１０日

第２金曜日（10時～11時30分）

●えほんのじかん
新宮図書館
℡（０７９１）
７５－３３３２

『祖父の流儀（ダンディズム）』
鳥越 俊太郎 著

２～４歳児、保護者

１３日・１９日・２７日

第２・第４月曜日、第３日曜日
（11時～11時20分）

『どろだんご』 他

５歳児～

４日・１１日・１８日・２５日

■おはなしのじかん
毎週土曜日（10時15分～10時45分） 「ねずみ浄土」 他

●えほんのじかん

３～５歳児、保護者

１１日・１８日

第２・第３土曜日（10時30分～10時50分）

『ぐりとぐらのかいすいよく』 他

揖保川図書館 ■おはなしのじかん 小学生以上
℡（０７９１）
７２－７６６６

１１日・１８日

第２・第３土曜日（11時～11時30分） 「こすずめのぼうけん」 他

読書会

一般

１７日

第３金曜日（10時～12時）

●えほんのじかん

０歳児～、保護者

『蜩の記』 葉室 麟 著
１２日・１９日

第２・第３日曜日（11時～11時20分） 『おかあさんといっしょ』 他

御津図書館

読書会

℡（０７９）
３２２－１００７

一般

１４日

第２火曜日（13時30分～15時30分） 『家族という病』 下重 暁子 著

古文書を読む会

一般

１１日

第２土曜日（13時30分～15時30分） 古文書の解読
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