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「図書館のある暮らし」        新宮町 梶谷 敦子 

 

「こんにちは」玄関の花々を見ながら、新宮図書館に入っていくと、司書の方々が笑

顔で迎えて下さいます。 

私の読書は乱読です。ギターの譜面や山歩きの本、ベビー服の製図や園芸書等、その

時々で楽しく利用させてもらっています。血糖値が上がれば医学書辺りをウロウロし、

知的障がい者のグループホームの世話人をするにあたっては、安価・美味・ボリューミ

ー・低カロリーなメニューを求めて料理本の所に居座っています。名所・旧跡は不変！

と古い旅ガイドをカウンターに持っていけば、「最新のものが他の図書館にあるので取

り寄せましょうか」と親切な司書さん、ありがとうです。 

小説は更に超乱読。落ち込んだ時は、群ようこさんの『おやじ丼』で笑い転げ、山本

甲士さんの『ひなた弁当』でほんわかします。伊坂幸太郎さんの『終末のフール』では、

私だったらどうする？と考え込み、貫井徳郎さんの『愚行録』はなかなかヘビーな読後

感で…。また、心が黒くなりそうな時は、写真集等で美しいものを見てリセット。砂漠

にすっくと立つラクダはりりしく、海草に隠れるクマノミに口角が上がります。 

そんなこんなで、年末には「これは手元に」と思った本を本屋さん

に買いに行きます。いまだにガラケーも使いこなしきれない石頭の私

には、まだまだ紙の本が良い！安心！なのです。 

太子から越してきて３年。土地選びの条件に「徒歩圏内に図書館」

を入れて大正解でした。これからこの地で年を重ね、色々なことがあ

るでしょうが、傍らにいつも本を置いて人生を満喫したいと思います。

  

※『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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No．142 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。 

 

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） 

 

『おやじ丼』 群 ようこ 著 

幻冬舎 
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『一日図書館員』 を募集！ 
 

本の貸出や返却、本のカバーかけなどの仕事を体験してみませんか？ 

【日時・場所・定員】   

              

 

 

※時間は９時３０分～１６時 ※定員を超えた場合は抽選 

【対象】市内在住・在学の小学５年生から高校３年生まで（体験者は除く） 

【申込】７月２１日（金）までに各図書館へ（電話可） 

 

自然のふしぎを見つけよう!!  
— 植物観察会をします —   

 
身近な場所で採取した葉っぱを見比べながら、植

物が生きていくための知恵を見つけよう！ 

当日は採集した葉っぱを用紙に貼り付け、観察ノ

ートを作ります。  
【講師】本多 孝 氏 本多 正恵 氏 前畑 京子 氏 

（インタープリテーション教育研究所） 

【日時】７月２９日（土）９時３０分～１１時３０分 

【場所】新宮図書館 研修室 及び 新宮宮内遺跡 

【対象】小学生（３年生以下は保護者同伴） 

【定員】４０人（要申込・先着順） 

【持ち物】帽子 水筒 筆記用具 色鉛筆（クーピーでも可） 

 タオル 新聞紙   ※小雨の場合は雨具 

【参加費】５０円（レクリエーション傷害保険料） 

【申込】新宮図書館（電話可） 

   

              

 

 

※時間はいずれも９時３０分～

１６時 ※定員を超えた場合は抽選 

【対象】市内在住・在学の小学５年生から高校３年生

まで（体験者は除く） 

【申込】７月２１日（日）までに各図書館へ（電話可） 

 

おりがみ教室 
 
ピョンピョンかえる、ひゃくめんそうなど、 
作って楽しい、遊べる折り紙を作ります。  
【日時】７月２６日（水） 

①１３時３０分～１４時３０分  
    ②１５時３０分～１６時３０分 

    ※2回とも同じものを作ります。 

【場所】アクアホール ３階 研修室  

【対象】５歳以上（未就学児は保護者同伴）  

【定員】各２５名（要申込・先着順）  

【持ち物】おりがみ 

【申込】揖保川図書館（電話可） 

 

トピックス  夏休みイベントのお知らせ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
                                               
 
                 

１ ７月２６日（水） 御津図書館 ２名 

２ ７月２７日（木） 龍野図書館 ２名 

３ ７月２８日（金） 御津図書館 ２名 

図書館で 
植物はかせになろう！ 

 
イタドリの草笛を作ったり、植物のクイズやゲ
ームをしながら、身近な植物についての楽しい
話を聞きます。 
 

【講師】田中 義則 氏 

（森林インストラクター・自然観察指導員）       

 【日時】８月６日（日） 

                  １３時３０分～１４時３０分 

          （１５分前にはご来館ください） 

【場所】御津図書館 ２階 多目的室  

【対象】小学生以上 

（保護者の参加も可）  

【定員】４０名（要申込・先着順）  

【申込】御津図書館（） 

新宮図書館
としょかん

  

龍野図書館
としょかん

 ・   

御津図書館
としょかん

 

空気と風のかがく  
風のおもちゃを作って空気のふしぎをしらべよう  
【講師】森本 雄一 氏  

（こどもサイエンスひろば指導主事）       

【日時】７月２３日（日）１４時～１５時 

【場所】龍野図書館 ２階 研修室  

【対象】５歳以上 (未就学児は保護者同伴) 

【定員】３０名（要申込・先着順）  

【参加費】２００円（材料費） 

【申込】龍野図書館（電話可） 

 

御津図書館
としょかん

 

龍野図書館
としょかん

  揖保川図書館
としょかん

 

 

   

２０１７年プリンセスたつの レザーコスチュームコンテスト  
たつの市内４図書館で、大阪の上田安子服飾専門学校の生徒によるデザイン画を展示し、 

「買ってみたい、着てみたい」と思われる作品の投票を行います。 

      【期間】７月１日（土）～２０日（木） ※休館日はカレンダーでご確認ください  

 

 

龍野 ・ 

 

新宮 ・ 

 

揖保川 ・ 

 

御津図書館 
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おすすめする子どもの本・13１   

『はちうえはぼくにまかせて』 ジーン・ジオン さく もり ひさし やく ペンギン社 

 

夏休みが来ました。

でも、トミーはお父

さんの仕事が忙し

くてどこへも連れ

て行ってもらえま

せん。そこで、お父

さんから、かわりに

好きな事をやって

いいと言われたト

ミーは、旅行をする近所の人々の鉢植えを、

１個１日２セントで預かることを思いつき

ました。あっという間に鉢植えが集まり家

中が緑でいっぱいになりました。トミーは、

植物の世話が上手なので、２週間たった頃

には鉢植えはぐんぐん伸びて家はジャング

ルのようになりました。食事も鉢植えに囲

まれて、まるでピクニックのよう、お風呂

も森の湖で泳いでいるようです。 

ある晩、大きくなりすぎた植木で家が壊

れる夢を見たトミーは、図書館で園芸の本

を借りたり、園芸店に行って道具を買った

りしました。トミーは枝を刈り込み、一生

懸命世話を続けます。夏休みも終わりに近

づき旅行から帰って来た近所の人々は鉢植

えの見事な成長に大喜びです。 

植木鉢が家からすっかりなくなり、緑が

懐かしくなったお父さんは、トミーにうれ

しい提案をします。 

自分が育てた鉢植えの成長を喜んだり、

育ちすぎて驚いたりと、トミーの様子がい

きいきと描かれ、緑を基調としたさわやか

な線画が、より一層ストーリーを引き立て

ています。読んでもらうなら４歳くらいか

ら。        （龍野図書館 河部）

 

『ともしびをかかげて』 ローズマリ・サトクリフ 作 猪熊 葉子 訳 岩波書店 

 

ブリテン島（現在

のイギリス）を４０

０年以上支配して

いたローマ帝国は、

その力の衰えによ

りブリテン島から

の撤退を開始しま

す。ローマ帝国の地

方軍団の指揮官だ

ったアクイラもまた故郷のブリテン島から

離れざるを得なくなりますが、悩んだ末、

脱走兵となり故郷に留まる事を決意します。

家に戻ったアクイラですが、「海のオオカミ」

と呼ばれるサクソン人の襲撃を受け、父は

殺され妹は連れ去られ、自身も奴隷の身に

落ちます。 

奴隷として生きて３年、自由を求めたア

クイラの逃亡を手助けしたのはサクソン人

の居留地で偶然出会った妹のフラビアでし

た。フラビアは敵であるサクソン人の妻と

なり生きていました。アクイラは、妹も一

緒に連れて逃げようとしますが、フラビア

は留まる事を兄に告げます。 

自由の身になったアクイラは修道士との

出会いによりブリテンの王子アンブロシウ

スに仕える道を選び、王子の「仲間たち」

の１人となり、サクソン人との激しい戦闘

に身を投じる事になります。 

過酷な運命に見舞われ心を閉ざしたアク

イラが、王子の命により彼の妻になったネ

スと息子フラビアンとの関わりに苦悩しな

がらも穏やかな心を取り戻す姿や、彼らを

取り巻く人々が歴史のうねりの中で懸命に

生きる姿が描かれます。中学生くらいから。 

（揖保川図書館 二井優） 

 



                     - ４ - 

 

郷土の文化人を 
知ろう 

 

三木露風や大上宇市な

ど地域の先人たちの本

を集めています。 

  
【期間】8月中旬まで 

 

 

７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】・・・語り、絵本の読み聞かせ、わらべ歌など 

 

 

 

 
 

★ 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  

８日（土）・１５日（土）11時～11時 20分 

『おおきなかぶ』他 

 

御津図書館   

【対象】１～４歳児、保護者  

９日（日）・１６日（日） 

11時～11時 20分 

『はなびドーン』他 
 
 

【対象】５歳児～  

９日（日）・１６日（日） 

11時 30分～11時 50分 

『三びきのこぶた』他 

 

揖保川図書館 【対象】２～４歳児、保護者   

１日（土）・８日（土）・１５日（土）1０時 30分～1０時 50分  

『はだしになっちゃえ』他 

新宮図書館 【対象】２～４歳児、保護者  

１０日（月）・１６日（日）・２４日（月）11時～11時 20分  

『がたんごとん がたんごとん ざぶんざぶん』他 

 

 

揖保川図書館 

１日（土）・８日（土）・１５日（土） 

11時～11時 30分 

「王さまとオンドリ」他 

龍野図書館 

１４日（金）10時～11時 30分 

『氷壁』井上 靖 著 

 

御津図書館 

１９日（水）13時 30分～15時 30分 

『江戸の備忘録』磯田 道史 著 

 

揖保川図書館 

２１日（金）10時～12時 

『ふたりのロッテ』 

エーリヒ・ケストナー 作 

 

龍野図書館 

13日（木）10時～11時 30分 

『父さんの手紙はぜんぶおぼえた』タミ・シェム＝トヴ 作 

 

 

 

夏の愉しみ 
 

大自然でキャンプ、家を
涼しくグリーンカーテ
ン、身も心も凍るミステ
リー…たくさんの本の
中から夏の愉しみを見
つけてください。 
 
【期間】７月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 
わたしたち一度も   

借りられなかった本です 
 
読んでほしい！でも平

成２８年度中に一度も

借りられなかった本に

光を当てています。 
 
【期間】８月１３日まで 
 

 
 

 

緑のある暮し 
 
暑い夏、緑で涼しく、
快適に。グリーンカー
テン、園芸、野菜づく
りなどの本を取り揃え
ています。 
 
【期間】８月中旬まで 

 

 

龍野図書館 新宮図書館 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 
１日（土）・８日（土）・１５日（土）・２２日（土） 

10時 15分～10時 45分 

「七わのからす」他 

 

 

 

         夏休み用の図書を展示しています     【期間】８月３０日まで 
 

おすすめの絵本や物語、自由研究、工作、虫、植物などの本を展示しています。 

ぜひ、図書館にお越しください。 

                                           

 

 

龍野 ・ 新宮 ・ 揖保川 ・ 御津図書館 
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