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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
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。

播磨科学公園都市圏域
定住自立圏電子図書館
電子図書館へは、
右のＱＲコードから
(https://www.d-library.jp/
haritei/）

図書館を英語で「Library(ライブラリー)」といいます。

「読書ライフ」

御津町 西村 智子

「図書館へ連れて行って」娘のひと言がきっかけで図書館通いが始まり、今は幼い孫
たちを連れて図書館に通っています。館員の方は、孫たちにも親切にその子に合った本
を薦めてくださいます。その間に私は、自分の好きな本を探す事ができるので、大助か
りです。
図書館にお世話になってもう２０年以上になりますが、大人になって初めて借りた本
ぶ おう

もん

が、北方謙三さんの『武王の門』でした。これが面白くて上下巻一気に読んでしまいま
した。普段、眠っている脳が、７００年も過去の世界に迷い込んだような錯覚に陥り、
べっぴん

登場人物の顔さえも浮かび上がってきました。皆自分好みの別嬪さんや男前やら、悪者
はそれなりの顔なのです。本に吸い込まれるってこのことなのですね。今、大好きなの
あやかし

は畠中恵さんの『しゃばけ』シリーズです。愉快な 妖 たちと主人公一太郎の、心がほ
そうきゅう

すばる

っこりする物語です。それと浅田次郎さんの『蒼 穹 の 昴 』シリーズや特に面白かった
いちろ

のは『一路』で、登場人物の一生懸命なコミカルさが、思わずお腹を抱えて笑ってしま
くろしょいん

ろく べ え

うほどでした。
『黒書院の六兵衛』も最後まで謎だらけで、六兵衛の憤りやら必死さや
ら虚しさが切なくて、胸キュンものです。
（浅田次郎ワールドここにあり！）
就寝前の読書は、雑多な事柄を忘れることができ、
心地よく眠りにつけます。年を取るにつれ老眼も
だんだん進んできますが、それにめげずに図書館
通いを続けたいと思っております。
※『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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『武王の門』 上・下巻
北方 謙三 著 新潮社

夏休みイベントのお知らせ

トピックス

申込、問合わせは各図書館まで
※準備物が必要な講座があります。

龍野図書館
おりがみ教室

恐竜おりがみ教室

メリーゴーランドをつくろう！

恐竜の好きな子あつまれ！

くるくるまわるメリーゴーランドを作って
あそぼう！

かっこいいトリケラトプスを作ってみませんか？
恐竜の本も紹介します。

【日時】８月５日（日）１３時３０分～１４時１０分

【日時】８月５日（日）１４時４０分～１６時

【対象】５歳以上（小学１年生以下は保護者同伴）

【対象】小学４年生以上

【定員】１５名（要申込・先着順）

【定員】１０名（要申込・先着順）

新宮図書館

オオクワガタを育ててみよう!!

ネイチャークラフトに挑戦しよう

オオクワガタの魅力や飼い方などを学習し、
ひとり一匹ずつ連れて帰って育てます。

流木や木片など自然の素材を使って工作しよう！

【日時】７月２２日（日）
１０時３０分～１１時３０分
【対象】小学生
【定員】３０名（要申込・先着順）
（申込受付は７月４日（水）から）

【日時】８月５日（日）１４時～１６時
【対象】小学３年生以上（３、４年生は保護者同伴）
【指導】龍野北高校 総合デザイン科・環境建設工学科の生徒
【定員】１５名（要申込・先着順）

揖保川図書館

御津図書館

夏休み工作教室

図書館にプラネタリウムがやってくる！！

ペットボトルを使って、浮き沈みする不思議な

ドームの中で星の話をきいて夏の星座を
さがしてみましょう。

ふ ちんし

おもちゃ 「浮沈子」を作ります。

【日時】８月４日（土）

【日時】８月２４日（金）

①１０時００分～１１時３０分
②１４時００分～１５時３０分

①１３時～１３時４５分 (４歳児～小学２年生と保護者)

※２回とも同じものを作ります。

③１５時～１５時４５分（小学３年生以上）

②１４時～１４時４５分（小学３年生以上）

※②と③は同じ内容です。
【講師】坂元 誠 氏
(元兵庫県立西はりま天文台公園 主任研究員)
【定員】各２０名（要申込・先着順）

【場所】アクアホール ３階 研修室
【対象】小学生以上
【定員】各２０名（要申込・先着順）

龍野図書館・御津図書館

『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】
７月２５日（水）
７月２６日（木）
７月２９日（日）

龍野図書館

２名

龍野図書館

２名

御津図書館

２名

御津図書館

２名

※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１７日（火）までに各図書館へ（電話可）
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おすすめする子どもの本・142
『ワニのライルがやってきた』

B・ウェーバー 作

東８８番通りにプリ
ムさん一家が引っ越し
てきました。シュッ、シ
ュッ、バシャン、バシャ
ンと音がするのでお風
呂場に行ってみると、な
んとそこには１匹の大
きなワニがいました。ち
ょうどそのとき、男の人－バレンティさん
がやってきて、このワニの名前はライルで、
気立てが良いのでよろしく頼みますと書い
た手紙を置いていきました。
プリムさん一家とライルはすぐに仲良く
なり、一緒に暮らすことになります。ライ
ルはタオルをたたんだり、鳥に餌をやった
りテーブルの準備やシーツの取り換えもで
きます。ライルは誰からも好かれ、すっか
り家族の一員になりました。
ある日、ライルはパレードで芸を披露し

『ホメーロスの

イーリアス物語』

小杉 佐恵子 訳

て新聞に載り、一躍有名になります。する
とかつての持ち主バレンティさんが現れ、
ライルを返してほしいと連れて行ってしま
いました。バレンティさんはライルに芸を
させながら世界中を旅しますが、ライルは
プリムさん一家と離れた寂しさから、芸を
してもお客さんを楽しませるどころか、泣
かせてしまうのでした。ライルを失ったプ
リムさん一家からも笑顔が消え、ため息ば
かりが聞こえてきます。
人を笑わせることができなくなったライ
ルとは一緒に仕事ができないと、バレンテ
ィさんはライルを返しにきます。そのとた
ん、ライルもプリムさん一家も、笑って笑
って、笑い転げました。
のびやかな絵がライルのいる楽しい暮ら
しを伝え、みんなが笑顔になる結末は満足
感を与えます。読んであげるなら６歳くら
いから。
（新宮図書館 勝谷）

バーバラ・レオニ・ピカード 作

ギリシアの小国の王ペー
レウスと海の女神テティス
の間に生まれたアキレウス
は、親友のパトロクロスと共
に、総指揮官アガメムノーン
のもと、トロイアへの遠征に
参加することとなった。
トロイア戦争がはじまってから９年目の
ある日、アキレウスはアガメムノーンに捕
虜ブリーセーイスを奪われたことに怒り、
戦列を離れる。アキレウスを欠いたギリシ
ア軍は神々の介入もあり次第に劣勢へと追
い込まれていった。アガメムノーンは、ア
キレウスに戦闘に参加してくれるよう頼む
が、アキレウスは聞き入れない。しかし、
パトロクロスは仲間の兵たちが傷ついてゆ
くのを憐れに思い、1 人戦闘へ参加する。

大日本図書

高杉 一郎 訳

岩波書店

パトロクロスは目覚ましい活躍をみせるが、
トロイアの王子ヘクトールに討ちとられる。
アキレウスは親友の死を心の底から嘆き悲
しみ、ヘクトールへの復讐を誓う。
怒りに突き動かされたアキレウスは情け
容赦なく戦い続け、トロイア軍を城壁の中
まで撤退させる。そして、アキレウスを迎
え討とうと 1 人城壁の外に残ったヘクトー
ルとの一騎討ちの末、ヘクトールを討ちと
り復讐を遂げる。
愛情や怒り、悲しみなど人間の複雑で普
遍的な感情が表現され、英雄と神々が入り
乱れ息継ぐ間もなく展開する戦いや、全編
を貫くアキレウスの怒りが、その勢いを伝
える文体で描かれた迫力ある物語。中学生
くらいから。
（御津図書館 杉岡）
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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
龍野図書館

【対象】１～３歳児、保護者

御津図書館

１４日（土）・２１日（土）11 時～11 時 20 分
『うさこちゃんとうみ』他

【対象】１～４歳児、保護者
８日（日）・１５日（日）
11 時～11 時 20 分
『めのまどあけろ』他

新宮図書館 【対象】２～４歳児、保護者
９日（月）・１５日（日）・３０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

【対象】５歳児～

【対象】２～４歳児、保護者

７日（土）
・１４日（土）
・２１日（土）1０時 30 分～1０時 50 分
『はっぱのなかでみいつけた』他

８日（日）・１５日（日）
11 時 30 分～11 時 50 分
『ペレのあたらしいふく』他

★ 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
新宮図書館

揖保川図書館
７日（土）
・１４日（土）
・２１日（土）
11 時～11 時 30 分
「浦島太郎」他

７日（土）・１４日（土）・２８日（土）
10 時 15 分～10 時 45 分
「わらしべ長者」他

★ 読書会【対象：一般】・・・本を読んで感想を話し合う
龍野図書館

揖保川図書館

１３日（金）
10 時～11 時 30 分
「夏の日の夢」
ラフカディオ・ハーン 著

御津図書館

６日（金）
10 時～12 時
『羊と鋼の森』
宮下 奈都 著

１８日（水）
１３時 30 分～15 時 30 分
『億男』
川村 元気 著

★ 子どもの本を読む会【対象：一般】
龍野図書館
１２日（木）10 時～11 時 30 分
『やかまし村の子どもたち』アストリッド・リンドグレーン 作

館内特集・展示
龍野図書館

夏だ!
“たつの”だ!
海あり、山あり、歴史あ
り。たつの市に関する資
料を集めました。
市内で開催される夏のイ
ベントもあわせて紹介し
ます。
“たつの”のいいとこ、
見つけてください！
【期間】８月３０日まで

（一部紹介）

新宮図書館

揖保川図書館

「絶景」

聖地巡礼

「タイム・イズ・マネー」
～時は金なり～

一度は訪れてみたい世

時間は貴重なもので
す。時短料理や仕事術
など時間を有効に活用
するための本や『タイ
ムマシンをつくろう』
などユニークな本を集
めました。
過去を学んだり、未来
を考えたり・・・「時」
を捉えたさまざまな本
をお楽しみください。

旅は一枚の風景から始ま
ることがあります。関西
圏にある近場の絶景ポイ
ントから、ウユニ塩湖の
ようになかなか行けない
場所、オーロラのような
自然現象、宇宙からしか
撮れない風景など、絶景
を取り上げた本を集めま
した。

界遺産から小説や映画
の舞台になったあの街
まで、人それぞれの聖地
があります。本を片手
に、聖地をめぐる旅に出
かけてみませんか？

【期間】７月３０日まで
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【期間】７月２９日まで

御津図書館

【期間】７月２９日まで

