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夏輝 さんの 作品

（平成２６年度市長賞受賞・三芳野小学校５年）

私はこの絵に好きな童話にでてくる人物を書きました。昔からグリム童話やアンデ
ルセン童話が好きでこの絵にたくさんそれをつめました。日本の昔話は「雷さまと桑
の木」が本当に大好きでそれもつめました。

第１７８号

坂戸市立図書館

172 号（平成 13 年 10 月 1 日号）で紹介した、城西大学陸上部 室井選手が念願
の箱根駅伝に出場、区間 6 位という好成績！ 早速目標達成の笑顔に会うため再
度合宿所を訪ねました。にこやかに出迎えてくれた室井さんに、出場した感想や
今後の抱負などお聞きしました。逞しくそしてたのもしく感じました。
☆箱根駅伝は小学生からの夢だったので、楽しく走れた。景色や周囲を見ることせず、前をしっ
かり見据えて……
☆監督の声はもちろん、沿道で応援してくれる人の声は、励みになり達成の喜びをいろいろな所
で感じることができ満足できた。
☆家族が当日九州（福岡）から応援に来てくれ、大きな励みになった。

7区快走

室井選手出場
おめでとう！
☆これからのシーズンは 3,000m 障害走で各競技会で活躍すること。
☆練習メ二ューは監督に出されているので、個々でトレーニングをしている。集中練習は合宿
で高地トレーニングを行い、通常の練習は高麗川の土手を中心に走っている。
☆休日は読書で過ごしたり静養することが多い。
☆最高学年になるので常に中心となり練習に励み、来年もまた箱根駅伝で走ることが目標であ
る。
☆何事も諦めないで、努力することで自然に結果がついてくる。

好きな本は
スラムダンク勝利学
辻秀一著/集英社
学ぶとは、変ること!人生に出会う……
我々が学ばなければならない
貴重な考え方が、何気なく数
多く含まれているのです。
奥が深く、人生の哲学書とい
っても良いでしょう。

夢をかなえるゾウ

３

水野敬也著/飛鳥新社
「夢をかなえたいのなら、それ相応の「痛み」
が必要である」人生下りのエスカレーターに
乗っているОＬが自称成功請
負人の変な神様・ブラックガ
ネーシャと成功契約書を交わ
すが…。笑って学べる成功小
説、第３弾。

今話題の

って

ビブリオバトル（Bibliobattle）とは、京都大学から広まったゲーム感覚で本を紹介しあい、読
書の楽しさを伝える『知的書評合戦』とも呼ばれています。そして 2010 年にビブリオバトル普
及委員会が発足され、大学生・大学院生を対象にしたビブリオバトル首都決戦が行われました。
また現在は小学生から大人まで本の紹介コミュニケーションゲームとして楽しみながら読書の輪
が広がっています。そこで私たちはどんなものなのか、城西大学で行われたビブリオバトル予選
会を見学してきました。

制限時間 5 分間でお勧め本の魅力を紹介し合う書評ゲーム。
観客は紹介された本の中でいちばん読みたくなった本に投票しチャンプ本を決定する。

城西大学
ビブリオバトル予選会

◆2014 年 10 月 3 日（金）ビブリオバトル城西大会予選（兼 全国大会予選会）を開催。
◆19 名が 4 ブロックに分かれ出場しました。
◆チャンプ本に選ばれたのは、以下の 4 冊です。
チャンプ本

発表者

『心に火をつける言葉 』

薬学部薬学科 5 年

大野さん

『ウケる技術 』
経営学部 4 年
猪野さん
『暗黒童話 』
現代政策学部 2 年 横山さん
『ミッキーマウスの憂鬱 』 経営学部 3 年
鈴木さん

遠越段 著
総合法令出

版

水野敬也 ・
小林昌平 ・
山本周嗣 共著
新潮社

乙一 著
集英社

鈴木 賢人さん 全国大学ビブリオバトル２０１４～京都決戦～ 出場

松岡圭祐 著
新潮社

困難を乗り越える主人公に共感して、「不安や困
難にぶつかった時のヒントが示されている。僕も
もっと積極的に行動しようと思った」と語り、
「全
国大会はレベルが違った。どの
本も面白そうに思えた」と感想
をのべた。

（読売新聞掲載より）

京都大学時計台ホールでの
全国大会風景

紹介者

宮寺図書館長

紹介者

小説 大空のサムライ（上・下）

坂井三郎/著

講談社

ゼロ戦撃墜王「坂井三郎」の空戦記録。
係長になった頃、読んでいつも勇気づ
けられた本です。坂井は小隊長として、
大戦中６４機もの敵機を撃墜します
が、彼の最も誇りとするのは勝利の数
ではなく、幾多にわたる出撃において、
編隊の部下を一人も失わ
なかったことだといいま
す。戦話の中に語らるれ
るリーダー論は、平和な
現代においても通じる示
唆に富んでいます。

谷 郁美さん
絵本

（片柳）

花さき山

斎藤隆介/作

滝平二郎/絵
岩崎書店

大人の方にも是非お勧めしたい絵本で

す。少女あやは山ンばと出会い、「花さ
き山」の花の意味を知る。この世のもの
とも思えない美しい花が咲く理由、そし
て雄々しい山が生まれた意味。人間のや
さしさ、思いやりの花、け
なげさ、勇気に胸が一杯に
なる、私の一番大好きな本
です。また花さき山いちめ
んの花、その素晴らしい切
り絵も是非ご覧下さい。

読書選びは十人十色！
本号より、みんなの「わたしの
おすすめ本」を紹介します。

募集中

幅広い分野の本を紹介していきた
いと思います。こうご期待！
只今、「おすすめ本」募集中です！
みんなに読んでもらいたいという
本がありましたら是非、図書館窓
口までお知らせください。
紹介者
対話集

阿部 攝さん （中富町）

諸川 幸子さん（溝端町）

エッセイ

洋子さんの本棚

小川洋子・平松洋子／著

紹介者

集英社

私には他人様の本棚が気になってし
まうという、ちょっと恥ずかしい癖が
あるのですが、なんとこの本はそれを
堂々と見せてくださるという。それも
大好きな二人の洋子さんの本棚を。
わぁお！ いいんでしょうか。
ではちょっと失礼して…とい
う感じで読みはじめ、何度も
読みかえしてみたいと思い購
入してしまいました。
私の本棚にまた一冊本が増え
ました。

隅っこの四季

出久根達郎／著

岩波書店

日々の暮らしの中で当たり前に見過
ごしてきた、季節の移ろい・食・自然
災害・ペット・連れ合いとの会話・時
代の流れ等、活字で読むと「あ、そう
そう」「そうだった」と一つ一つが胸
にストーンと落ちます。文章を書くの
は難しいですが、毎日
二・三行でも記録して
おくと後々写真よりも
いろいろと思い出され
て楽しいですよ。

紹介者

児童サービス担当（図書館職員）

児童書 ミリー・モリー・マンデーのおはなし

児童書

ジョイス・L・ブリスリー/著
菊池恭子/絵 上条由美子/訳
福音館書店

突然置き手紙を残して、母が旅へ出てしま
った。そんな母を待ちながら、中学２年生
の論里は、学校の創立記念行事の「キャン
ドルナイト」で校庭に冬の星座を描く。自
分と自分をとりまく人たちの
ことを考え始めた論里は…。
人と人との「つながり」のも
どかしさ、愛おしさを主人公
を通して考えさせられる作品
です。

髪も足も服も短い、けれど名前はとても長い
女の子、ミリセント・マーガレット・アマン
ダ。古き良き時代のイギリスの田舎を舞台に
彼女の毎日を描いた短編集です。
大家族の中で、愛情いっぱい
に育てられた主人公。失敗を
とがめるよりも良い行いをほ
めることで育てていく…。
子育ての参考にもどうぞ。

紹介者
実話小説

奥田

Ｎ・Ｉさん
家日和
英朗／著

紹介者

（鶴ヶ島市）

藤井千香子さん

死神の精度
伊坂幸太郎/著

（泉町）

推理小説

集英社

ネットオークションにはまる主婦を描いた「サ
ニーデイ」、妻が出て行き、一人残された男が
自分の城を作り上げる「家においでよ」・・な
ど、ありふれた家庭の中に起こるちょっとした
出来事を、６編にまとめた短編集。登場人物た
ちの“心のゆれ”に共感しながら、最後まで一
気読みの楽しさを
味わえる一
冊です。２００７年
に柴田錬三郎
賞を受賞。

紹介者

紙コップのオリオン
市川朔久子/著
講談社

文藝春秋

「俺が仕事をする時はいつも雨が降る、晴天を
見たことがない…」彼の仕事は人の死を見定め
る死神と対象者を調査し、死の可否の判断を下
すこと。そんな彼がある日出会った老女はその
正体を見抜いていた。その時初めて青い空をみ
る…。ある時はメルヘン風に、ある時は恐ろし
くリアルに、様々なスタイルで語られる、死神
の見た 6つの人間
模様がおもし
ろい短編集です。

酒井京子さん （にっさい花みず木）
図書館探訪

小説 くちびるに歌を

中田 永一 /著

小学館

久しぶりに読んでみたいと思った本です。産休に入る先
生の代わりに、東京でピアニストをやっていた友達が、
合唱の顧問になって生徒達との葛藤をこえて県大会に
出場する。結果は銀だったが、金にも負けない銀で、人
と人との繋がりの大切さを知らされる本
だからです。それに合唱の課題曲が「手
紙・拝啓 15の君へ」と言うアンジェラ・
アキの曲で気に入っていたのと、本の題が
胸にきたのと、病院等の待ち時間にも手軽
に読めそうだと思ったからです。

二階休憩コーナーが新しくなり
ました。是非ご利用ください。

春の図書館まつり開催！！
こどもの読書週間中に本の楽しさを知ってもらえるよう、本に親しむイベント「春
の図書館まつり」を開催します。本との出合いの場である図書館を家族で利用してみ
ませんか。春の一日、赤ちゃんから大人まで楽しめる催しをたくさん準備しています。
時

間

催

し 物

場

所

対

象

4/23(木)

11:00~11:20

ひよこちゃんのおはなし会

視聴覚室

0~3 歳児と保護者

5/9 (土)

13:00~14:30

紙芝居講座

視聴覚室

小学生～大人まで

10:00~15:00

本のリサイクル市

図書館前広場

どなたでも！！

10:30~11:00

平三郎すごろく

図書館前広場

どなたでも！！

11:00~正午

おはなし玉手箱

視聴覚室

幼児から

11:00~15:00

みんなのおりがみ教室

会議室

どなたでも！！

5/10(日)

この他にもいろいろな催しを行います。ぜひ、ご家族でお越しください。

図書館の行事ご存知ですか？

おはなし広場

ちいさい子のおはなし会
日時：毎月第３木曜日
11:00～11:20
場所：２Ｆ視聴覚室
対象：０~２歳児と保護者
内容：絵本や紙芝居の読み聞かせ
や、手あそびわらべうたな
ど親子で楽しめるおはなし
会です。

日時：毎週土・日曜日
14：30～ 15：00
場所：1Ｆ児童コーナー
対象：子どもならだれでも！
内容：絵本や紙芝居の読み聞かせ

映画会
日時：毎月第３日曜日
場所：中央図書館視聴覚室
対象・内容：4・6・8・10・12・2 月は子ども向け、
5・7・9・11・1・3 月は大人向けの映
画を上映します。
（7 月に子ども向けの映画を予定しています。）
※都合により予定が変更になる場合もありま
すので、広報等でご確認ください。

那花

遥香さんの作品

（平成 26 年度教育長賞受賞 浅羽野小学校 6 年）

