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「としょかんにいこう！」       龍野町 小林 真由美 

「ママ、今日、幼稚園終わったら図書館に行こう！」と図書館が大好きな息子。 

夢は電車の運転手。新幹線や電車に興味を持ち、毎回、鉄道関係の図鑑や絵本を借りていま

す。中でも、『電車の顔図鑑』シリーズがお気に入りで、借りては返しを繰り返し、夢中になっ

て見ています。 

自分でお気に入りの本が見つけられない時は、母親の私ではなく、いつもニコニコ優しい司

書の方に「電車の本はどこですか？」と聞きに行きます。「こんな本もあるよ」と新たな発見も

あり、息子も嬉しいようです。 

息子専用の貸出券を初めて作った日の夜は、もう嬉しくて嬉しくて握りしめながら寝ていま

した。それからは、「自分で借りられるから、ママはあっちに行っといて」「１人でできるから」

と誇らしげです。いつも、優しく温かく息子に接してくださる司書の方には本当に感謝してい

ます。 

１歳頃から続けている毎晩の読み聞かせにも図書館の絵本が大活躍です。幅広いジャンルの

数多くの本に出会うことができ、面白いと思う本は何度でも借りられるのが図書館の魅力だと

思います。「今日はどの本にする？」「どんなお話かな？」「おもしろかっ

たね」と親子で楽しみながら読んでいます。親子コミュニケーションの

時間を大切にし、これからもたくさんの絵本やお話に触れ、心豊かな子

に育ってほしいと願います。 

 

※『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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本棚・１５０ 

『本の「使い方」 1万冊を血肉にした方法』 

出口 治明 著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２４２ページ ２０１９年６月刊 
 

自分を高めたいと思った

時に参考となる絶好の書が

ある。本書は、ライフネッ

ト生命の創業者で、稀代の

読書家である著者が、今ま

で読んできた１万冊以上の

本を血肉にしてきた方法を、

自らの体験に基づいて述べ

ている。 

 新しい何かを学ぶなら７～８冊の関連本が必

要で、読む順番は「厚い本→薄い本」がよいと

いう。理由を知れば納得。なるほどと頷ける。

また、難しいと感じるかもしれないが、古典は

当たり外れが少なく、超一流の思考過程が追体

験できる。本の選び方、付き合い方として、「目

に飛びこんできた本を手に取る」「書評欄を見て

ムラムラとした本を選ぶ」「食べるように読む」

など、興味深い内容がエピソードを交えて語ら

れる。 

 本書には「自分の頭で考える力」という言葉

が繰り返し出てくる。指針の定まらない時代に

あって、思考を停止し、世の中の空気に左右さ

れると物事の本質を見誤ると言い、何を選択す

るのかを自分の頭で考えること、そのためには

本が力を発揮すると著者は述べる。 

 また深く読みこんできた著者ならではの卓越

した視点で、『いじわるばあさん』から『ハドリ

アヌス帝の回想』まで、お勧めの本が多数紹介

される。歯切れよく、その本の要諦とおもしろ

さが語られるので、読みたい、と思う本に出会

えるのも本書の魅力である。 

 アラブには、こんなことわざがある。「楽し

みは、馬の背の上、本の中、そして女（恋人）

の腕の中」。本は知の源泉であるが、同時に、

人生に深みと楽しみを与えてくれるものでもあ

ることを、本書は伝えてくれる。 

           （御津図書館 岡村） 

                          

           
             
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

トピックス 

新宮図書館

おはなし会のあとは 

クリスマスやお正月の飾りをつくろう！ 

おはなしを聞いた後で、サンタや獅子舞の飾りを作ります。
 

【日時】①１２月１４日（土） 

    ②１２月２８日（土）両日とも１０時１５分～１１時４５分

※①はサンタ、②は獅子舞の飾りを作ります。 

【場所】新宮公民館 第５研修室 

【対象】５歳から（未就学児は保護者同伴） 

【定員】１５名（先着順・要申込）          

【持ち物】申込時にお伝えします。 

【申込】新宮図書館（電話可） 

 

年末・年始の返却ポストの使用について 

１２月２８日（土）１８時～１月３日（金）の期間は、返却ポストの使用はご遠慮ください。 
 

※ご迷惑をおかけしますが、返却ポストはご使用されないようご理解とご協力をお願いします。 

新宮図書館は改修工事中のため、３月中旬まで返却ポストは使用できません。（予定） 

全 館 

     今年もやります！ 

   『図書館福袋』    

【期間】１２月１５日（日）～ 

１２月２７日（金）（新宮図書館のみ２８日（土）） 

何が入っているのかは、借りてからのお楽しみ！

様々なジャンルの本をご用意しています。 

テーマをヒントに、 

新たな本との出会いはいかがですか？ 

※なくなり次第終了します。 
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おすすめする子どもの本・１５８

『ティリーのクリスマス』 フェイス・ジェイク 作 小林 いづみ 訳 こぐま社 
   

小さな木の人形の

ティリーは、ぬいぐ

るみのくまのエドワ

ードとクリスマスの

お祝いをするために

家の中の掃除を済ま

せ、部屋の飾りつけ

をしました。けれど

も、一晩中待っても

とうとうエドワードは来ませんでした。

何か恐ろしいことが起こったのだと考

えたティリーは、エドワードを探しに行

こうと決心し、今までにしたことのない

長い旅に出かけていきます。 
 エドワードのいるお店へ行くには大

通りを渡らなければなりません。ごみだ

らけの裏庭を通り、排気ガスまみれにな

りながらも、ティリーは知恵を働かせ、

大きなショッピングカーに飛び移って

道路を渡りました。しかし、その後も「い

ちなん去って、またいちなん、とはこの

ことだわ」と、近づいてきた犬を傘で追

い払ったり、手袋をした子どもの手が伸

びてきて捕まりそうになったりと、いく

つもの困難を乗り越えてなんとかエド

ワードと再会します。 
 家にたどり着いたティリーは「わがや

に まさる ところなし、ね！」と嬉しく、

とても幸せでした。そして、エドワード

のさしたモミの小枝のクリスマスツリ

ーに金の星を飾り、２人でお祝いをしま

した。 
 小さなティリーの目線で細部まで描

き込まれた挿絵が物語の雰囲気をよく

伝え、何事にも挫けず果敢に立ち向かう

姿に勇気づけられます。読んであげるな

ら５歳くらいから。 
        （御津図書館 四井）

 
『時の旅人』 アリソン・アトリー 作 松野 正子 訳 岩波書店 
 
 

ロンドンに住む女の子

ペネロピーは病気療養の

ため、ティッシーおばさ

んの住むサッカーズ農場

に兄姉と共にやってきま

す。 

ある日、ペネロピーは

おばさんの屋敷の部屋の

ドアを開けました。そのとたんあるはずの無

い階段から転げ落ちます。気がつくと目の前

には古い時代の屋敷の風景が広がっていま

した。ペネロピーは驚き、戸惑いながらも人

々の暮らしに溶け込むのでした。もとの時代

に戻ってきたペネロピーはおばさんから３

００年以上前この屋敷にはバビントン一族

が住んでいたという話を聞きます。領主アン

ソニーは時の女王エリザベスによって幽閉

されていたスコットランドの女王メアリー

を救出しようと企て、果てに処刑されたのだ

というのです。それからペネロピーは幾度か

昔のサッカーズに時を超えて訪れることに

なり、おばさんの先祖シスリー、領主アンソ

ニーやその弟フランシスとも心を通わせる

ようになります。しかしペネロピーは彼らに

降りかかる悲劇を知っているのでした。 

“もうひとつの時”に住む人達と共に過ご

すうちに、彼らを愛するようになったペネロ

ピーは、どうすることもできないまま悲劇に

向かってゆく時の流れに心を痛めます。いつ

までも共に生きていくことができない悲し

みを抱きながらもサッカーズの変わらない

風景に心を癒されてゆく結末に、哀切と安ら

ぎを覚えます。中学生くらいから。 

（揖保川図書館 二井） 



                     - ４ - 

★ 子どもの本を読む会【対象：一般】 

   １２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  

２１日（土） 

1１時～１１時２０分 

『おふろだ、おふろだ！』他 
 

御津図書館   

【対象】１～４歳児、保護者  

８日（日）・１５日（日） １１時～１１時２０分 

『とらたとおおゆき』他 
 

【対象】５歳児～ 

８日（日）・１５日（日）１１時３０分～１１時５０分 

『クリスマスのまえのばん』他 

 

 

揖保川図書館 

７日（土）・１４日（土）・２１日（土） 

11 時～11 時 30 分   

「七人さきのおやじさま」他 

   龍野図書館 

１３日（金） 

10 時～11 時 30 分 

『戦場のニーナ』 

 なかにし 礼 著 

御津図書館 

１８日（水） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

『ツナグ』（2010 年刊） 

辻村 深月 著 

 

揖保川図書館 

６日（金） 

10 時～12 時 

「旅立ち」（『きのうの空』より）

志水 辰夫 著 

読み始めたら止まらない！

これがシリーズ１作目！ 

あの大人気シリーズの第

1 作目を覚えています

か？物語の始まり、おなじ

みの登場人物、最新作に続

くストーリー、意外な伏線

など、新たな視点でもう一

度読み直してみません

か？ 
【期間】１２月２７日まで 

   
児童展示 

クリスマスを 
楽しもう！ 

待ちに待ったクリスマス

がやってきます！今年

は、図書館でクリスマス

気分を味わいませんか。

子どもも大人もわくわく

するような、クリスマス

の本を集めています。 

【期間】1２月 2５日まで 

 
うまいもんさがし 

クリスマスなどの非日常のう

まいもんから、各地に伝わる伝

統料理のおいしさ、普段の味を

ワンランクアップさせる技な

どを集めました。また、舌のど

こで旨味を感じるのか？味覚

はヒト特有のものでしょう

か？あなたならではの“うまい

もん”をさがしてみませんか？

【期間】１２月２７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 

１４日（土）・２８日（土） 11 時～11 時 30 分 

「ねずみ浄土」他 

（おはなしの後、工作教室があります。P２参照） 

 
 
豊かに新年を迎える

                      

何かと忙しい 12 月。時間

に追われるだけでなく、豊

かな気持ちでゆく年を送

り、新年を迎えるために本

はいかがですか？大掃除

やおせちづくりなど、年末

年始の一助になる本を集

めました。 

【期間】１２月２８日まで 

新宮図書館 

★ 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  

８日（日）・２２日（日） 

1１時～１１時２０分 

『さんかくサンタ』他 

揖保川図書館  

【対象】１～２歳児、保護者  

７日（土）・１９日（木） １０時３０分～１０時４５分  

『おひさま ずんずん』他 

【対象】３～４歳児、保護者   

１４日（土）・２１日（土） １０時３０分～1０時５０分 

『あーそーぼ』他 

 

龍野図書館 

１２日（木）10 時～11 時 30 分 

『マツの木の王子』 キャロル＝ジェイムズ 著 

※新宮図書館は新宮公民館で実施します。
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