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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。

「図書館とお向かいさん」

御津町 植田 千江子

主人亡き後、私はお向かいさんに、図書館で花の色々、料理、健康、よもやまと、計４冊を
継続的に借りていただいています。
ある時、ウツギの育て方を読みたいのですがと申しますと、何と司書さんが本のコピーを大
きくしてことづけてくださいました。ありがとう。今ではウツギが、毎年美しい花を咲かせて
います。家のまわりには、赤、白、ピンク、紫と色とりどりの花が咲き、朝に水やり、夕に花
がらつみ・草引きと、老いの楽しみにしています。
私は「長生きして御免ね」とよく言っているのですが、それを見聞きしている可愛いひ孫が
岩見に居ます。その中学１年生のひ孫が、お向かいさんの話を聞いて、作文に、
「図書館で、お
向かいさん母娘が本を借りて来てくれたり、忙しい中でもとてもやさしく親切にしてくださっ
て、おばあさんは多くの人の助けのおかげで生活している。
」と書いてくれました。
図書館の職員様とお向かいさんありがとうございます。
１１年間本と向き合って、健康で、幸せをいっぱい頂き、９２才になりました。ありがとう
さん。

※『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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本棚・１４７
『ナチスに挑戦した少年たち』
フィリップ・フーズ 著 金原 瑞人 訳 小学館 ３０２ページ ２０１８年７月刊
第二次世界大戦、ナチス
ドイツ占領下のデンマーク。
圧倒的なドイツ軍の戦力に
成すすべなく迎合する大人
たちを尻目に、無謀にもこ
の強大な敵に挑んだ少年た
ちがいた。
彼らは自分たちの組織を「チャーチルクラブ」
と呼んだ。ナチスと徹底的に戦うと宣言した英
国首相ウィンストン・チャーチルの名から取っ
たものである。初期の活動は武器を何一つ持た
ず、自転車に乗り敵軍車の鍵を盗んだり、標識
を壊し敵兵を迷わせたりなどの軽微なものであ
った。しかし、敵のライフル銃を盗んだことを
契機に、敵に媚びを売る自国企業への放火、鉄
道操車場の爆破など、武器を手にした彼らは、
本気でナチスに戦いを挑んでいった。一方で敵
は怒りに燃え、彼らを次々と逮捕していった。
彼らは過酷な環境下の監獄に、最長で５年もの

期間拘束され、その中で命を落とす仲間もいた。
それでも彼らは脱走を試みたり、ナチスを侮蔑
する歌を歌ったりと決して信念を曲げなかった。
そうした抵抗は、デンマーク国民のナチスに対
する悪感情を煽り、大人たちをレジスタンスと
して奮起させるきっかけとなった。最終的にナ
チスは降伏し、デンマークは解放されるが、そ
の背景にはチャーチルクラブの抵抗と多大なる
犠牲があったのである。
本書には、当時チャーチルクラブの幹部であ
ったクヌーズ・ピーダスンの証言が時系列ごと
に書かれており、彼らの活動は勿論のこと、当
時の欧州情勢を、その時代を生きた少年の視点
から読み取ることができる。
チャーチルクラブのメンバーの多くが１０代
後半の少年である。恐怖や絶望に苛まれつつも、
若さゆえの無鉄砲さで強敵に挑戦した彼らの姿
に心が動かされる。
（新宮図書館 山﨑）

御津図書館

トピックス

講演会 「絵本づくりは駅伝だ」

御津図書館

新宮図書館開館のお知らせ

子どもに大人気の絵本『どろだんご』の作家で“絵本界

絵本原画展関連行事

の魔術師”と呼ばれる野坂勇作氏に、科学絵本づくり

【開催日】９月７日(土）

☆インディアンのはねかんむりを作ろう
【時間】１０時３０分～１１時１５分 【対象】４歳以上（未就学児は
保護者同伴）【持ち物】はさみ・のり【定員】２０名（要申込・先着順）

☆アメリカ・インディアンの詩の朗読
【時間】１１時２０分～１１時４０分 【場所】御津図書館 ２階 多目
的室 【朗読】朗読ボランティア潮騒 ※申込不要

のリアルを伺います。
【日時】 １０月５日（土）１４時～１５時３０分
【場所】 御津文化センター １階 研修室１
【講師】 野坂 勇作氏（絵本作家）
【対象】 一般（中学生以上）
【定員】 ５０名（要申込・先着順） ※無料

全 館

図書館の 特別整理 期 間
（休館） について

新宮図書館
新宮図書館の改修工事延期により、元の新宮図書
館を一時的に開館しておりましたが、下記のとおり

特別整理期間中は、本の点検や移動作業など開館中に

にちににに
再度
新宮公民館に移転します。

できない作業をします。ご不便をおかけしますが、ご協力

【期

間】

をお願いします。※新宮図書館は工事期間中に実施します。

１０月３日（木）～３月中旬（予定）

【期 間】 （通常の休館日を含む）

【開館時間】 ９時３０分～１７時３０分
【 休 館 日 】 毎週月曜日・祝日・月末館内整理日

龍野図書館

【 場 所 】 新宮公民館 第４研修室

揖保川図書館 ： １０月７日（月）～１６日（水）
御津図書館

※移転作業のため、１０月１日（火）、２日（水）は休館します。

- ２ -

： ９月２５日（水）～１０月７日（月）
： １０月２３日（水）～３１日（木）

おすすめする子どもの本・１５５
『しょうぼうじどうしゃ

じぷた』
渡辺

ある町の消防署
に、はしご車のの
っぽくんと、高圧
車のぱんぷくん
と、救急車のいち
もくさんがいま
した。そして、すみっこには古いジープを
改良したちびっこのじぷたがいました。大
きな火事があれば、のっぽくんとぱんぷく
んといちもくさんが大活躍します。でも、
じぷたは署長さんに「しゅつどうせよ！」
と言ってもらえません。
ある日、消防署の電話が鳴りました。隣
村の山小屋が火事になり、今にも山火事に
なりそうです。狭く険しい山道なので、の
っぽくんやぱんぷくんは通れません。そこ
で署長さんは「よし、じぷただ。頼むぞ！」
と言いました。じぷたは、ぷーぷーぷーと

茂男 さく

山本

忠敬 え

福音館書店

サイレンを勇ましく鳴らしながら飛び出し
ました。山小屋に着くと、めらめらと燃え
ています。じぷたは水を吸い込んで、力い
っぱい息の続く限り水をかけました。する
と、たちまち火事は消え、山火事を防ぐこ
とが出来ました。
次の日、町の新聞にじぷたの写真が載り、
活躍が大きく取り上げられました。すると、
子ども達は消防署に行くと必ず「やあ、じ
ぷたがいるぞ！ちびっこでも、すごく性能
がいいんだぞ！」と指をさして言いました。
消防署の仕事の様子や消防車の特徴が細
かく描かれています。また、それぞれの自
動車のヘッドライトが目のように表情豊か
に描かれていて、つい目線の先を追いたく
なります。読んであげるなら４歳くらいか
ら。
（龍野図書館 三里）

『ヘンリーくんと秘密クラブ』
ベバリイ・クリアリー 作 松岡 享子 訳 学習研究社
いつも何かおもしろい
ことがないかと考えてい

した。それから、女の子の友達ビーザスとそ
の妹ラモーナを立ち入り禁止にしました。

るヘンリーくんは、午後の

それに腹を立てたラモーナは、ヘンリーく

新聞配達をするまでのあ

んのいる小屋に南京錠の鍵をかけて閉じこ

いた時間に何かを作りた

めてしまいました。新聞配達の時間が刻々と

いと思って廃材所に行き

近づいてきました。ヘンリーくんは、ラモー

ました。ところが配達の時

ナに鍵のありかと秘密の合いことばを教え、

間を忘れて遅れてしまい、お父さんに叱られ、 ようやく外に出て新聞配達にも間にあいま
仕事に責任が持てないのならやめるという

した。

約束をしました。

子どもたち３人だけで小屋を作りあげて

その後、近所で古材木が手に入り、裏庭で

いく様子はわくわくして達成感が味わえま

友達のロバートとマーフと一緒に小屋を作

す。また、お父さんとの約束どおり新聞配達

ることになりました。学校一の天才マーフが

の時間を守るなど責任を全うしていくヘン

設計図を描き、３人は立派な小屋を作りあげ

リーくんの姿にたくましい成長を感じます。

ました。そして、秘密クラブを結成して鍵の

小学校４年生くらいから。

隠し場所を決め、秘密の合いことばを作りま
- ３ -

（揖保川図書館

竹内）

９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

新宮図書館 【対象】２～４歳児、保護者

２１日（土）
1１時～１１時２０分

１日（日）・９日(月)・１５日（日）
1１時～１１時２０分

『おつきさまこんばんは』他

『おやすみなさい おつきさま』他

揖保川図書館

御津図書館

【対象】１～２歳児、保護者

【対象】１～４歳児、保護者

７日（土）・１９日（木）

８日（日）・１５日（日） １１時～１１時２０分
『ぺんぎんたいそう』他

１０時３０分～１０時４５分

『くだもの』他
【対象】３～４歳児、保護者

【対象】５歳児～
８日（日）
・１５日（日）１１時３０分～１１時５０分

１４日（土）
・２１日（土） １０時３０分～1０時５０分

『さんまいのおふだ』他

『ちいさなねこ』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）
・２８日(土)

７日（土）・１４日（土）・２１日（土）

11 時～11 時 30 分
「こなべどん」他

11 時～11 時 30 分
「ふるやのもり」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
１３日（金）＊会場が
中央公民館に変更になります。
10 時～11 時 30 分
『おらおらでひとりいぐも』
若竹 千佐子 著

★

御津図書館

揖保川図書館

１８日（水）
13 時 30 分～15 時 30 分
『百花』
川村 元気 著

６日（金）
10 時～12 時
「朝顔」
伊集院 静 著

子どもの本を読む会【対象：一般】
龍野図書館
１９日（木）10 時～11 時 30 分
『イギリス童謡の星座』内藤 里永子 著

館内特集・展示
龍野図書館

宇宙の本
今年の中秋の名月は
１３日。満月はその翌日
です。月にちなんで、
宇宙に関する本を集め
ました。本を片手に、秋
の夜空を見上げてみま
せんか。

新宮図書館

月を愛でる

揖保川図書館

実は凄い！
○○の世界

月が美しい季節です。文
化としてのお月見、天体
としての月、短歌や俳句

何となく知っているよう
で、実はよく知らない分
野が誰にでもあるはずで

御津図書館

エッセイの達人
エッセイはフランスのモン
テーニュの『エセー』から
できた言葉です。幅広い教
養を基に、批判的・複眼的
な視野で物事をとらえた散

に詠まれた月、物語や絵

す。意外な事実や不思議

文を指します。本格的なエ

本に出てくる月など、月

な現象など、思わず「凄

ッセイ、文学者や“その道

にまつわる本を集めて

い！」と驚かされる内容

の大家”の味のある作品な

の本を紹介します。

どを集めました。

います。
【期間】９月２４日まで

（一部紹介）

【期間】９月２９日まで

- ４ -

【期間】９月２９日まで

[期間】１０月２２日まで

