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「読書の楽しみ」           御津町 澤田 哲雄 
 「小説というものは、誰かの身の上をそのまま、書くのではない。うそもまこともある。よい

ことも悪いことも書く。ただ、この世に生きて、人生、社会を見、見ても見飽きず、聞いて聞

きのがしにできぬ、心ひとつに包みかねる感動を、のちの世まで伝えたい、と書き残したのが

小説のはじまりですよ。そこでは善も悪も誇張してある。しかし、それらはみな、この世にあ

ることなのです。異朝や外国の小説でも、みな同じです。小説をまるでうそだ、作り物だとい

うことはできない」 

これは田辺聖子著の『新源氏物語（三）』から抜粋したものです。原典は今から千年以上も前

に紫式部が書いた『源氏物語』です。 

源氏が玉
たま

鬘
かずら

に絵物語について話して聞かせたもので、紫式部自身の小説論を源氏を通して述

べていると見ることができます。 

今、私は「源氏物語」にはまり、村山リウ、瀬戸内寂聴、田辺聖子などの方々の現代語訳を

読み続けています。いろんな新たな発見があります。平安時代の貴族社会、女性論、恋愛論、

男性論などなどですが、一番興味を持ったのが冒頭に紹介した小説論です。 

現在でも通用するものが千年以上も前に書かれていたことに大変驚き、また、作者の紫式部の

偉大さがじわじわと伝わってくるのを感じることができました。ノーベル賞に

値するという評価があるのももっともだと納得です。 

本を読むことで時代を超えた社会、生活を知ることができるのはとても楽し

いことであり、また、その時代に生きた人々の考えに触れることができるのは

大変意義のあることと思います。 

これからも本を友として、豊かな人生を過ごしたいと思います。大いに図書

館を利用させていただきますので、よろしく。 

※『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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夏休み工作教室 
開き続ける不思議なエンドレスカードを作ろう。 
 
【日時】８月２３日（金） 

①１０時～１１時３０分  

  ②１４時～１５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】小学生以上  

【定員】各１５名（要申込・先着順）  

【持ち物】おりがみ（１５センチ角、色違い４枚、予備数枚）

ハサミ、スティックのり、油性カラーペンなど 

        
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
                               

 

 

 

 

 

 

「しんぐう☆まちあそび」関連イベント 

移動図書館車がやってくる 
1,800冊以上の本を積んで、移動図書館車 

「かわちどり号」が新宮図書館にやってきます。

【日時】７月：２０日（土） 

    ８月：１日（木）、１０日（土） 

※いずれの日も１０時～１７時 

【場所】新宮図書館 駐車場 

 

トピックス 

揖保川図書館

 夏休みイベントのお知らせ

夏休み工作教室 
的あて空気砲であそぼう！ 

 
ペットボトルの底に張った風船を引っ張って、

ねらいを定めて空気砲で的を倒そう！ 
 
【日時】８月３日（土） 

１０時１５分～１１時４５分 

【場所】多目的室（御津図書館 ２階） 

【対象】小学生以上  

【定員】１５名（要申込・先着順）  

【持ち物】ハサミ 

御津図書館

昔のおもちゃ工作教室 

竹細工でブンブンゼミをつくろう！ 
くるくる回すとセミの鳴き声がする、昔ながらの 

竹のおもちゃを作りませんか？ 
【日時】８月３日（土）１０時３０分 ～ １２時 

【講師】難波 秀男 氏（竹遊たつの代表） 

【対象】５歳以上（小学１年生以下は保護者同伴） 

【定員】２０名（要申込・先着順） 

【参加費】２００円（材料費）【持ち物】ハサミ、ボンド、参加費

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２４日（水） 龍野図書館 ２名 

７月２５日（木） 
龍野図書館 ２名 

御津図書館 ２名 

７月２７日（土） 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（水）までに各図書館へ（電話可） 

新宮図書館 

龍野図書館 

長い長い夏休みがやってきます！ 

図書館のイベントに参加して、楽しい思い出を作りましょう！ 
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おすすめする子どもの本・１５３

『しずくのぼうけん』 

マリア・テルリコフスカ さく ボフダン・ブテンコ え うちだ りさこ やく 福音館書店 
    

ある水曜日、村の

おばさんのバケツか

ら水がひとしずく飛

び出して、長い旅に

出た。旅のはじめは

裏庭で、どっちへ走

ってもほこりがいっぱい。たちまちしずく

は、ねずみ色になり、せんたく屋さんに飛

び込んだ。でもそこはドライクリーニング

店で、「乾いちゃったらだめでしょう」と言

われた。そこで、しずくは病院へ。お医者

さんに「なべで煮てばいきんを殺してしま

いましょう」と言われて、しずくはあわて

て逃げ出した。 
おひさまに照らされて、かくれぼうしを

かぶったみたいに見えなくなったしずくは、

空へと上っていく。そして、黒雲までやっ

てきたしずくは、「雨になって降るんだ」と

いわれて地面へ逆戻り。しずくは岩のすき

間に落ち、夜になって、寒くて震えていた

しずくは、とうとう氷のかけらになってし

まった。すると、夜明けに不思議なことが

起こった。凍った岩がぱんとはぜた。しず

くは、岩を爆破したのだと大いばり。 
その後もしずくのぼうけんは続く。小川

から川に流れ込んで魚と遊び、水道の取入

れ口から入って、台所のじゃぐちから顔を

出す。ストーブで暖められたら、蒸気にな

って部屋のすき間から逃げ出した。 
次々と姿かたちを変える水の様子が、し

ずくの大冒険として語られます。言葉のリ

ズムが楽しく、表情豊かに描かれたしずく

がユーモラスです。読んであげるなら４歳

くらいから。 
    （新宮図書館 藤川） 

    
『くまのパディントン』マイケル・ボンド 作 松岡 享子 訳 福音館書店 
     

ブラウン夫妻は駅の

ホームで、へんてこな帽

子をかぶった茶色の子

グマを見つけました。そ

のクマは古ぼけたスー

ツケースに腰かけ、首か

ら「どうぞ このくまの 

めんどうを みてやってください。おたの

みします。」と書いた札をぶらさげていま

した。南米のペルーからイギリスまで、

ひとりで旅してきたというのです。放っ

ておけなくなった夫妻は、このクマに駅

名の「パディントン」という名をつけて、

一緒に暮らすことにしました。 

ある日、百貨店で缶詰の山をくずして

しまったパディントンは、あわてて元に

戻そうと缶詰や箱をピラミッド型に積み

上げ、そのてっぺんに登りました。する

と、クマのピラミッド作りを見ようと集

まってきた人で、お店は大入り満員。パ

ディントンはお礼に支配人から、大好物

の特大ママレードをもらいました。 

また、一家で芝居見物にでかけたパデ

ィントンは、演技とは知らず娘を文無し

のまま追いだした悪役の名俳優に憤慨し、

楽屋に抗議に行き、ひと悶着おこします。 

「何かしらしでかす
・ ・ ・ ・

たち
・ ・

」のパディン

トンの言動が楽しく、思いがけない成り

行きに、はらはらもしますが、パディン

トン流のやり方で、最後にはうまくいく

結末が愉快です。 

９歳くらいから。   

（御津図書館 岡村） 
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★ 子どもの本を読む会【対象：一般】 

    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  

２０日（土） 

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 

 

御津図書館   

【対象】１～４歳児、保護者  
 
１４日（日） １１時～１１時２０分 

『もこ もこもこ』他 
 

【対象】５歳児～ 

１４日（日）１１時３０分～１１時５０分 

『あひるのピンのぼうけん』他 
 
 

揖保川図書館 

６日（土）・１３日（土）・２０日（土） 

11 時～11 時 30 分   

「ひなどりとネコ」他 

 龍野図書館 

１２日（金） 

10 時～11 時 30 分 

『大村智ものがたり』 

 馬場 錬成 著 

御津図書館 

１７日（水） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

『針と糸』 

小川 糸 著 

 

揖保川図書館 

５日（金） 

10 時～12 時 

「ふるさと銀河線」 

髙田 郁 著 

    
打倒！夏バテ  

いよいよ本格的な夏が到

来！夏にぴったりの食事

や、暑さに負けない体づ

くり、涼しく過ごす知恵

などの本を、ご紹介しま

す。夏を元気に乗り切る

ためのアイディアを図書

館で探してみませんか？ 

【期間】８月３０日まで 

 

１行目を楽しむ 
 

さまざまな小説や物語な

どの書き出し部分の１行

を紹介します。その１行

目から、読んでみたいと

思う本を選んで下さい。

どんな本かは、封を開け

てからのお楽しみ、新し

い本との出会いです。 

【期間】７月３０日まで 

 
夏を楽しもう 

海だ！山だ！夏祭りに花火

大会。子どもにとってはも

ちろん、大人もワクワク。

自然を満喫したり、ぶらり

と青春１８切符の旅も…。

スパイシーな料理や、冷た

いスイーツ。楽しみいっぱ

いの夏の“おとも”にでき

る本を集めました。 

[期間】８月３０日まで 

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 

１３日（土）・２７日（土） 

11 時～11 時 30 分  

「マメ子と魔もの」他 

 

 夏を乗り切ろう！ 
                      

暑い夏を楽しく乗り切りま

しょう！熱中症・夏バテ対

策はもちろん、かき氷など

の冷たい食べ物や、海や山

といったレジャー、浴衣や

帽子の作り方など様々な夏

にまつわる本を紹介しま

す。 

【期間】７月３０日まで 

新宮図書館 

龍野図書館 

１１日（木）10 時～11 時 30 分 

『西の魔女が死んだ』梨木 香歩 著 

★ 読書会【対象：一般】・・・本を読んで感想を話し合う 

★ 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 【対象】２～４歳児、保護者  

１４日（日）・２８日（日） 

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】１～２歳児、保護者  

６日（土）・１８日（木） １０時３０分～１０時４５分  

『たまごのあかちゃん』他 

【対象】３～４歳児、保護者   

１３日（土）・２０日（土） １０時３０分～1０時５０分 

『かばくん』他 
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