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自動貸出機コーナー

OPAC コーナー

中央図書館

リニューアルしました！

図書消毒機
5 冊まで同時にできます。

春爛漫

第190号

高麗川土手の桜
春爛漫 高麗川土手の桜

春
の
香
り

坂戸市立図書館

博物館に行ってみよう

その 1
入間市

今年は県内の特色ある博物館や児童館を紹介します。
新茶のできる季節となり、お茶の主産地にある入間市博物館を
訪ねてみました。

狭山茶の産地を訪ねて
お茶はどこから来たの?
昔中国から渡ってきたお茶は、寺で作られ飲
まれたようである。
一般的には江戸末期から庶民に広まったよ
うである。
茶の花

武蔵野台地でなぜ盛んに
作られているの?
13 万年間に渡り降り積もった、箱根や富
士山の火山灰が、関東ローム層を作っている。
関東ローム層で出来ている台地は、水はけが
よく、お茶を作るのに適した地であった。
茶畑は赤土が 10m となっている

お茶づくりの北限の地です
お 茶の木は温暖で雨が多い所を好

む植物で、埼玉県が北限である。茶
畑には遅霜にそなえて、たくさんの
ファンが立っている。寒さに耐えた
茶葉は甘く味の濃い、おいしいお茶
になる。

防霜ファン

1

茶 農 家 の 大敵 遅 霜を
防ぐファンは、地上６～
７m に沢山取り付けら
れている

自園

自製

自販方式

一般的には工場で一括して製茶し販売となっ
ているが、狭山茶は独自の方法で、園ごとにそれ
ぞれこだわりの味を作るという特色あるスタイ
ルでつくられている。
また「農業遺産」の認定を目指しているという
ことである。
狭山茶の生産用具

見晴台と茶畑
見渡す限りの茶畑! !「やぶき
た」という品種が多く栽培さ
れている、その見事な景色に
ただただ感激である。
果てしなく広い茶畑
茶畑一望の見晴台

日本一の道標
「狭山茶場碑入道」と示され、
高さが日本一の道標（４.１
m）としてギネスブックに記
載されている。
昔のお茶屋風景

お茶の効用
お茶の効用は古くから伝えられているが、お茶に含まれ

るているタンニンにより口臭を消したり、様々な成分で疲
労回復、がんの予防、便秘の解消、成人病予防などに役立
っている。

何気なく毎日飲んでいるお茶ですが、知らないことばかりで
した。博物館の一角でお茶づくしのお料理をいただき、至福の
訪問となりました。
2

季節を楽しむ おすすめ本
読書で春を味わってみよう！

シリーズ * 春夏秋冬 ＜春編＞

新しい出発
シリーズ * 春夏秋冬

転んでもただでは起きるな！

きっとよくなる！
本田

安藤百福/著

健 /著

発明記念館（編）

サンマーク出版
考え方ひとつでどんな人の

苦難の末に、インスタントラー

未来も必ずよくなっていく

メンを発明して世界の食文化を

のです。自分の素晴らしい

変えた男の、絶対あきらめない

未来を信頼してください。

波瀾万丈の人生。

春に読みたい小説


Re-ｂorn はじまりの一歩

春を背負って

伊坂 幸太郎・瀬尾 まいこ・豊島
青春小説

笹本稜平

文芸春秋

ミホ・中島 京子・平山 瑞穂・福

奥秩父の山小屋を舞台に、

田 栄一・宮下 奈都

/著

山を訪れる人々が抱える

実業之日本社

人生の傷と再生を描く感

人気作家の競作アンソロジー 新

動の山岳短編小説。

たな出会いと出発の物語。

春の庭
物語。
柴崎友香/著

春、バーニーズで

文芸春秋

吉田修一/著

第 151 回芥川賞受賞作品

文芸春秋

妻と幼い息子を連れた筒井

離婚したばかりの元美容師、太郎は、

は、むかし一緒に暮らして

世田谷の古いアパートに引っ越して

いたその人と、偶然バーニ

きた。ある時、同じアパートに住む女

ーズで再会する…。

が塀を乗り越え、隣の家の敷地に侵入
しようとしているのを目撃する…。
青春小説

サクラ咲く
辻村 深月/著

青春小説

春や春
森谷明子/著

光文社

光文社

１年生の塚原マチは、図書室で一冊

ある日、俳句に否定的な国語教

の本を手に取った。パラパラとめく

師と授業で対立したことをき

ると本から一枚の紙が滑り落ちる。

っかけに、俳句の趣味を理解し

そこには「サクラチル」と書かれて

てくれるトーコという友人が

いた。書いたのは？ 一体誰が、何

できる。そして、みんなで「俳

を伝えようとして…？

句甲子園」を目指す…。
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はるのえほん

春の編み物
週末編み物計画

はなをくんくん
ルース・クラウス/ぶん マ

林 ことみ/著 筑摩書房

ーク・シーモント/え福音館

棒針ビーズ編みのミニポ

雪の下で動物たちは冬眠を

ーチ・ポンポンのポット

しています。野ねずみも、く

マット・コットンレース

まも、小さなかたつむりも

とレーステープ・タオル・

…。でも、とつぜんみんなは

マフラーとバッグ・ペッ

目をさましまして……。

トボトルカバー・エコバ
ッグなどなど。

はらっぱららら

編み物大好きママの
か ぎ 針 レッ スン ! モ
チーフつなぎの赤ち
ゃんニットとこもの。

鈴木智子/さく
アリス館
ちょうちょがとんでき
て、私の胸にとまったら、

鈴木啓子/著

ブローチにへんしん。花

朝日新聞出版

かんむりはティアラに。

たいせつな赤ちゃんの

すてきなことが次々起こ

ために！

りますよ。

春の散歩（ウォーキング）

春の料理

新・花の埼玉散歩３７コース
山下

春野菜があれば！
おいしい旬レシピ

喜一郎／写真・文

山喜会／写真・文

主婦の友社

山と溪谷社

ふだんの簡単おかずか

埼玉県内の花をながめながら

ら、あと１品ほしいと

散歩が楽しめる３７コースを

きの簡単ミニおかず、

沿線別に紹介。見どころ、グル

お花見やピクニックの

メなどの情報が満載。

春べんとうなど…
ちょっと作ってみたく

ごちそう村だより
春の料理

自然を楽しむ温泉＆ウ
ォーキング(関東周辺)

なる梅やらっきょうの
レシピまで

土田 義晴/著 小峰書店

ＪＴＢパブリッシング

緑と水と光あふれる自然

ごちそう村に春がやって

の中を歩き、最後は温泉

きました。春の野菜を使っ

にたっぷり浸かってリフ

たサラダやスープやパス

レッシュできる、とって

タ、たくさんのフルーツを

おきの 50 コースを紹介。

使ったデザートなど親子
で作れるレシピ満載。
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最優秀賞

「あきらめない努力の精神」

片柳小学校６年

後藤

桃花さん

優秀賞

「大川平三郎のように気づかい上手に」

片柳小学校５年

向井

歩美さん

入賞

「大川平三郎の生き方から学んだこと」

片柳小学校５年

大友

心桜さん

「変えるための努力」

片柳小学校５年

日比野

「関東大震災から立ちあがる大川平三郎」

三芳野小学校６年

森

「大川平三郎さんの人生を知って」

三芳野小学校６年

吉沢廉夏さん

「大川平三郎を読んで」

三芳野小学校６年

田中

努力賞

紘佑さん
渚さん
麗菜さん

応募作品数は１７２作品でした。最優秀賞の作品を紹介します。
最優秀賞

「あきらめない努力の精神」

片柳小学校６年

後藤

桃花

私は、この本を読み始める時、大川平三郎はどういう人なのかな。どういう人生を歩ん
だ人なのかな。とドキドキワクワクしながら読み始めました。最初のページにあった平三
郎が描いたという漫画の紹介に、人が真似できない誠意と努力こそが出世の道と書いてあ
るのを読んだとき、平三郎という人はとても信念の強い人なんだなと思いました。
平三郎は貧しい家庭で育ちましたが、それに失望せず母を助けて苦しみを減らしてあげ
たいと考える心の優しい人だなと最初に思いました。周りの環境のせいにしないで自分で
立ち上がって人を助けたいという素晴らしい気持ちは平三郎は最初からもっていたんだ
なと考えました。
平三郎は十五歳で会社に入社して渋沢の為に全力を尽くしますが、求められた仕事だけ
ではなく、さらに良くできないか、もっと便利にできないかと得た知識を自分の仕事に応
用して役立てたり、本当に日々努力をした人なのだなと感動しました。自分も本を読んで
知識を得るだけではなく、平三郎のように自分の立場に置きかえてみたり、もっといい方
法がないか考えたりできるようになりたいと思うようになりました。
そんな努力の精神の平三郎ですが、アメリカへ学びに行くときに大得意になってしまっ
て他の社員から反感をかってしまったことに反省をしていました。私は、平三郎はそれだ
けすごいことをしているのだから得意になることは仕方がないことだと思いましたが、平
三郎はけんきょに常に人を敬う心を持つように心がけようとしました。それは、一人で得
意になっていても周りの人は動かないし、仕事の邪魔をされるかもしれないと考えたから
でした。私はそれを知って、平三郎は頭の回転が速く、未来のこともよく考えて行動して
いるんだなと心を打たれました。
私が心を打たれたところはもう一つあります。平三郎が王子製紙会社の専務だった藤山
に責任を取らされて辞めさせられた時、不平不満でいっぱいだったはずなのに、人を恨ん
だり怒ったりすることは、自分の値打ちを下げる、感謝の心で通すことが幸せにつながる
と考え直したところです。私も平三郎のように、友達にうそをつかれたときや約束を破ら
れたときに怒ったり恨んだりして値打ちを下げないようにしたいと思いました。
他人よりも多く努力して、たくさんの事業に力を尽くし、どんな困難にもくじけず立ち
向かった平三郎。私はそんな平三郎の存在を知ることができて、とても嬉しく思いました。
また、こんなに素晴らしい人が同じ故郷であることに私はほこりを持ちたいと思います。
平三郎のようにあきらめない努力の精神で明るい社会に力をつくしていきたいです。
５

