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　　 第１７９号

　坂戸市立図書館

図書館だより

  　　　　私がこの絵をかいた理由は、普通図書館には、たくさんの人達がいますが、あえて

　　　　親子をかきました。昔、母が図書館で本を読んでくれました。それが印象的で嬉しか

（平成２６年度市長賞受賞・浅羽野中学校２年）

　　　　ったのです。その嬉しい気持ちを絵にあらわしました。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の保存食 
岩崎書店/服部津貴子 服部幸應 

郷土独特の味わいがこもって 

いる保存食とそれらを 

用いたレシピ。各地区 

自慢の知恵料理を紹介した 

郷土の味。 

 

こもっている保存食。 

 

地域の保存食 
岩崎書店/服部津貴子 服部幸應 

郷土独特の味わいがこもって 

いる保存食とそれらを 

用いたレシピ。各地区 

自慢の知恵料理を紹介した 

郷土の味。 

 

こもっている保存食。 

 

 

 

 

 

☆☆ 

 

ご存知ですか   図書館ボランティアを           

 多くのボランティアが活躍中ですが、参加の動機や意義などを聞いてみました。 

 

 子育て中のお母さんに寄り添えれたらと思い、

図書館ボランティアに参加しました。読み聞か

せを通して、お子さんはもちろんお母さんとつ

くり出される温かな空間は私自身大きな喜びで

す。参加してくださる皆様には感謝の気持ちで

いっぱいです。おはなし会でお会いできること

……楽しみにしています。     

児童サービス  

岩田恵美             

 
  

遠く離れた母を思い触れ合い、喜びそして

笑顔、心がやさしくなりました。 

絵本や紙芝居を紹介したり、手遊びなど 

人のために役立ち生きるのは気持ちが良

く私自身元気をもらい楽しんでいます。 

仲間づくりや交流など、社会とのつながり

を求め参加し、自分自身の頭の体操になっ

ています。       

高齢者サービスの方々 

 

定年退職後、好きな朗読を通しボラ

ンティアなら続くかも？！と音訳ボ

ランティアを志し、丸五年経ちまし

た。月一回の音訳勉強会（あすなろ）

を基礎に、対面朗読、雑誌録音、デ

イジー編集と活動内容も少しずつ広

がってきました。又、御利用者さん

から生きるパワーを戴くこともおお

く、ボランティア活動の奥深さを感

じています。 

        障害者サービス  

久保田正子 

中学、高校は図書委員でした。定年退職後

の社会貢献のつもりです。当館のボランテ

ィア登録前に「女の人ばかりですけど」と

脅かされながらも何かとこらえて楽しく

続けています。 

布の絵本の製作をはじめ本の修理やとき

には本のリサイクル市にも参加していま

す。          

行事サービス 井手和夫 

 

きっかけは市の広報「図書館だより

編集委員募集」を見て応募しました。

早いもので 15年目になります。この

会の良さは、取材で訪れる場所で多

くのことを学べることです。その場

所や携わる人たちの話の中で得るさ

まざまな体験は、私達にとってかけ

がえのないものになっています。           

図書館だより編集 

 

 

 

 

活動グループ 
 

児童サービス 

 

高齢者サービス 

 

障害者サービス   

行事サービス 

 

図書館だより編集 

 



読書のための読者が選んだ本を 

みなさんに紹介するコーナー 

 

紹介者 岸澤英明さん （本町） 

職漁師伝  
渓流に生きた最後の名人たち 

戸門秀雄/著 農山漁村文化協会 

 

著者は入間市在住、幼少より川と親しみ、

現在、川魚と山菜の郷土料理を営む。渓流

魚や季節の山菜を求めて、今も全国各地を

巡る。この本は、そんな折々に見聞した川

魚を糧として、昭和の時代を生きた各地域

の 

      職漁師について語ったも

のだ。坂戸の高麗川にも、

鮎や小魚漁を生業とする

職漁師はいた。遠い記憶

の中に、川魚を買う母の

姿を見ている。 

 

 

紹介者 大竹小百合さん （関間） 

ノラや 

 
内田百閒/著  中央公論新社 

 

古い話なので読みにくいかもしれま

せんが、ペットを愛する人に、また、

これからペットと暮らそうと考えて

いる人にもお勧めしたい一冊です。家

族と暮らしていた猫の 

ノラが突然いなくなっ 

てしまった後の、飼い 

主である作者の愛する 

ものを失った悲しみに 

よる行動や感情をスト 

レートに描いたお話です。 

 

なぜイヌの鼻はぬれているの？ 

ノアの箱舟のふしぎなはなし 

ケネス・スティーブン /著  西村書店 

  

 何故イヌの鼻は濡れているのか？この

本はイヌの忠実さを表す本です。昔、

ノアという人がノアの箱舟を作り大雨

から生き物たちを乗せた。が、船は穴

が開いてしまい困ったノアはイヌの鼻 

         を穴に当ててその場 

         をしのいだ。イヌは 

         ノアの為に頑張って 

         耐えた。以来、犬の 

         鼻は濡れてヒンヤリ 

                 しているそうです。 

 

紹介者 Bさん （図書館職員） 紹介者 早坂さん（図書館職員）

員    ） 
白球ガールズ 

   
赤澤竜也/著  角川書店 

 

女の子は甲子園にでることができないと知

った由佳。野球に区切りをつけた由佳だ。

だが、もう一度野球をやりたいという思い 

から、女子野球部に所属し、再び始めるこ 

とになった。果たして 

由佳の思い描いていた 

野球ができるのか？… 

仲間とともに夢を追い 

かける姿が目に浮かん 

でくるような作品です。 

 

 

 

募 集 中 
本好きのみなさん！ 

幅広い分野でのおすすめ本を紹介

してください。（図書館窓口まで） 

 

http://www.amazon.co.jp/%E8%81%B7%E6%BC%81%E5%B8%AB%E4%BC%9D-%E6%B8%93%E6%B5%81%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%81%9F%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%90%8D%E4%BA%BA%E3%81%9F%E3%81%A1-%E6%88%B8%E9%96%80-%E7%A7%80%E9%9B%84/dp/4540112597/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432114470&sr=1-1&keywords=%E8%81%B7%E6%BC%81%E5%B8%AB%E4%BC%9D
http://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%82%B9+%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3&search-alias=books-jp&text=%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%82%B9+%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%81%AE%E9%BC%BB%E3%81%AF%E3%81%AC%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE-%E3%83%8E%E3%82%A2%E3%81%AE%E7%AE%B1%E8%88%9F%E3%81%AE%E3%81%B5%E3%81%97%E3%81%8E%E3%81%AA%E8%A9%B1-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3-%E3%82%B1%E3%83%8D%E3%82%B9/dp/4890139532/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432118084&sr=1-1&keywords=%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%82%A4%E3%83%8C%E3%81%AE%E9%BC%BB%E3%81%AF%E3%81%AC%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE+%E3%83%8E%E3%82%A2%E3%81%AE%E7%AE%B1%E8%88%9F%E3%81%AE%E3%81%B5%E3%81%97%E3%81%8E%E3%81%AA%E8%A9%B1
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTWNMok1VGx0A.E0dOfx7/SIG=11v1k1fni/EXP=1431237580/**http:/kids.wanpug.com/illust1553_thumb.gif
http://www.amazon.co.jp/%E7%99%BD%E7%90%83%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA-%E8%B5%A4%E6%BE%A4-%E7%AB%9C%E4%B9%9F/dp/4041023483/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432124710&sr=1-1&keywords=%E7%99%BD%E7%90%83%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8E%E3%83%A9%E3%82%84-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%86%85%E7%94%B0-%E7%99%BE%E3%81%91%E3%82%93/dp/4122027845/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432125263&sr=1-1&keywords=%E3%83%8E%E3%83%A9%E3%82%84


★ わたしのおすすめ本 

紹介者 久保田正子さん（西坂戸）

紹介者  Ａさん （ 学生 ） 紹介者 中村正子さん（三光町） 

かいじゅうたちのいるところ 

モーリス・センダック／著  
じんぐうてるお／訳   富山房   

小さいころ何度も母親によんでもらった

お気に入りの本の一つです。独特の絵が読

者を物語の世界へ引きずり込みます。主人

公マックスのように旅に出たとき 

突然、家や大切な家族が 

恋しくなる気持ちは共感 

できるとおもいます。 

映画化もされているロン 

グセラーです。 

 

 

紹介者   横山久美子さん  （塚越） 

ひなた弁当     
山本甲士/著  中央公論新社 

 

主人公・芦溝良郎はリストラされ「駄目人

間」と自ら卑下し追い詰める。そんな良郎

の運命を変えていくのは“公園のドング

リ”。ドングリを調理し賞味した彼は、タ

ンポポなど、野草や川魚などを採取し調理 

      の巾を広げる。その中で「生

きぬくすべ」を知る。採取活

動で出会った人たちとのエ

ピソードや調理場面など心

が弾んでくる本です。 
 

 

 

 

人間、やっぱり情でんなぁ 
竹本住大夫/著  文藝春秋 

 

文楽の鬼と呼ばれることに「私が鬼なら昔

の師匠方は何になるのか」というほど厳し

い稽古を積まれた住大夫さんの、ご自身の

来し方を語る。上品な大阪弁を堪能して 

      いるうちに、文楽の基礎から 

成り立ち、勘所までわかって 

しまう本です。昨年引退した

ことは残念ですが、しっかり

教えていただきました。あと

は劇場へ行くばかり！ 

        火 花 
又吉直樹／著  文藝春秋 

 

日常生活の中で、人それぞれの生き方の

様子を赤裸裸に描き出され、人との出会

い、又その中での関わり合い、そして主

人公「徳永」が模索しながら 

も生きる姿が、ごく自然体で 

読み終わった後に目に見えな 

い力が湧き、人の忠を貫き通 

す、共感出来た小説です。 
 

紹介者  井上えいこさん （泉町） 

げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ 
モドウィナ・セジウィック/著 多賀京子/訳 

            福音館書店 

 

名は体を表す。と言いますが、ガルドラは

けっして可愛いとは言えないメリーベル

の人形です。メリーベルのお散歩の時一人

だけ部屋に忘れられたり、いと 

この男の子に放り投げられ屋根 

の上にのっけられたり。それで 

もガルドラは、自分の置かれた 

境遇を楽しみます。決してめげ 

ないガルドラに脱帽！ 

 

「本当のこと」を伝えない日本の新聞 
マーティン・ファクラー／著  双葉社 
 

３・１１東日本大震災の時、メディアはど

こも同じ情報だけを流し続けました。著者

は日本取材歴１２年の新聞記者。権力を監

視するのがメディアの役割。どこを切って

も同じ金太郎飴のような横 

並びの情報だけを流す日本 

の「記者クラブ」の問題を 

解きあかす。著者はピュリ 

ッツァー賞のファイナリス 

トを受賞している。 

 

 

絵本 

児童書 

http://www.amazon.co.jp/%E3%81%92%E3%82%93%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%AC%E3%81%84%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BF%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9-%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%82%91%E4%BD%9C%E7%AB%A5%E8%A9%B1%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%A2%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%82%B8%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF/dp/4834081141/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432422713&sr=1-1&keywords=%E3%81%92%E3%82%93%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%AC%E3%81%84%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BF%E4%BA%BA%E5%BD%A2%E3%82%AC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9
http://www.amazon.co.jp/%E4%BA%BA%E9%96%93%E3%80%81%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%82%8A%E6%83%85%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%81-%E7%AB%B9%E6%9C%AC-%E4%BD%8F%E5%A4%A7%E5%A4%AB-x/dp/4163901388/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432130964&sr=1-1&keywords=%E4%BA%BA%E9%96%93+%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%82%8A%E6%83%85%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%AA%E3%81%81
http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%8D%E3%82%92%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%81%9E-%E5%8F%8C%E8%91%89%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC/dp/457515394X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432908205&sr=1-1&keywords=%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%92%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%96%B0%E8%81%9E
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%B2%E3%81%AA%E3%81%9F%E5%BC%81%E5%BD%93-2011-09-22T00-00-000-%E5%B1%B1%E6%9C%AC-%E7%94%B2%E5%A3%AB/dp/4122055350/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432204350&sr=1-1&keywords=%E6%97%A5%E3%81%AA%E3%81%9F%E5%BC%81%E5%BD%93
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D-%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%AF/dp/4572002150/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1432910493&sr=1-1&keywords=%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

はじめての 

   ほしぞらえほん 
村田弘子著/パイインターナショナル 

 

月や星を見つけた喜び、 

心のときめき……。 

宇宙の不思議をこどもたちが 

さらに深く理解できるように、 

まとめられた本。 

季節の星座を中心に紹介した、 

興味が湧いて来る一冊です。 
 

     ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆         

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

地域の保存食 
岩崎書店/服部津貴子 服部幸應 

郷土独特の味わいがこもって 

いる保存食とそれらを 

用いたレシピ。各地区 

自慢の知恵料理を紹介した 

郷土の味。 

 

こもっている保存食。 

 

地域の保存食 
岩崎書店/服部津貴子 服部幸應 

郷土独特の味わいがこもって 
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用いたレシピ。各地区 

自慢の知恵料理を紹介した 

郷土の味。 

 

こもっている保存食。 

 

地域の保存食 
岩崎書店/服部津貴子 服部幸應 

郷土独特の味わいがこもって 

いる保存食とそれらを 

用いたレシピ。各地区 

自慢の知恵料理を紹介した 

郷土の味。 

 

こもっている保存食。 

 

地域の保存食 
岩崎書店/服部津貴子 服部幸應 

郷土独特の味わいがこもって 

いる保存食とそれらを 

用いたレシピ。各地区 

自慢の知恵料理を紹介した 

郷土の味。 

 

こもっている保存食。 

 

宇宙ランキング 

データ大辞典 

布施哲治監修/くもん出版 

 

天体や宇宙に関する様々な

事がらをいろいろな「ものさ

し」でランキングするという

新しい切り口で展開。近くで

見ることや、体験出来ない天

体、宇宙の事がらも、「順に

並べる」「比較する」という

視点を加えると、 

実感をもって理 

解できます。大き 

さ、重さ、密度、 

個数 、距離、温 

度更には形、色、うず巻き具

合など、いろいろなものさし

で、見せてくれます。 
 

 

 

 

ほしにむすばれて 
谷川俊太郎著/文研出版 

 

ゆうやけは よるのはじまり 

ゆうやけを ぬぐと そらは 

はだか  

うちへ かえるこどもたちに 

あおぞらが かくしていた 

ほしぼしを みせる 

ゆうやけは うちゅうの ドラマのまく

をあける  どんなドラマかな…… 

 

星と星座      
渡部潤一監修/ポプラ社 

 

こどもの本ではめずらしい

南半球の星座を紹介! 

「星座を見つける」方法をわ

かりやすく紹介! 

随所に大迫力の写真を掲載! 

ぜひ晴れた日の夜、図鑑を片

手に夜空を見あげてみてく

ださい! 

 
 

 

 

 

お知らせ        
親子で楽しむ 

大平さんの星空＆プラネタリウム教室 
           ☆とき   8 月 7 日（金） 

          ☆内容  ・プラネタリウムの投影 

・星空と宇宙の不思議 

               ・プラネタリウムづくり 

                   ※教室開催に合わせて星の本を紹介します。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

阿部
あ べ

 望
のぞみ

さんの作品 

（平成 26年度 教育長賞受賞 南小学校６年） 



読み・学ぶ私たちを見守るもの・・ 

 

 

 

図書館の表通りに面した壁面と、館内 

のエントランスホール（吹き抜け）の東 

西に飾られたレリーフを知っていますか？ 

外壁にある母子像は「知情意」と題し、 

足もとの幼児３体がそれぞれ知・情・意 

を表しています。書を抱いた母像は完成 

された教養と人格を暗示させ、高みから 

子らに慈しみの視線をおくっているよう 

に見えます。 

 

エントランスホールのレリーフは「学」 

と題し、天女が右手に月桂樹、左手に燭 

台を掲げ、羽衣をまとって天を舞う姿。 

私たちに学ぶことの希望と喜びを永遠に 

与え続けます。 

 

 

これらはいずれも、市内柳町にお住いの彫   

塑作家「館山謳粋：たてやまおうすい」氏（日

彫展会員）の作によるもので、開館以来およ

そ３０年にわたり、図書館のイメージ・シン

ボルとして、ここに集う私たちを静かに見守

っているのです。 

図書館を訪れたときは、足を止めてレリー

フを見上げてみてください。レリーフが語り

かける声に耳を澄ませてみてはいかがでし

ょうか。 

 

◆追記 本市図書館の創成期に多大な貢献

をいただいた館山先生は、去る４月２２日永

眠されました。ご冥福をお祈りいたします。 

 

 


