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マンドリンコンサート

坂戸マンドリンギタークラブのみなさん

第３回ビブリオバトルのみなさん
秋の図書館祭りより
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坂戸市立図書館

坂戸の遺跡めぐり
（その４）
小 川 町

前回までは、坂戸市を中心に中世のありし日の道や建物、板碑などにつ
いて紹介しました。今回は、坂戸市に建てられている板碑のルーツをご紹
介します。
坂戸市内の板碑は小川町生まれ
石材の採掘遺構

お
は
や
し
山
の
石
碑
（
森
戸
）

みなさんの住んでいる近
くにある、古い板碑の多く
は、小川町の山から採掘さ
れ加工されているようで
す。
浅羽橋場の板石塔婆・お
はやし山の石碑・万福寺の
板石塔碑・宗福寺の板石塔
婆・薬師堂の板碑などが青
石の里・小川町の下里青山
板碑を素材として造られた
ものと考えられている。

小川町の青石の里（国指定史跡）
『下里・青山板碑製作遺跡』

万福寺の板石
塔碑（北浅羽）
宗福寺の板石塔婆
（石井）

薬師堂の板碑
（横沼）

板碑の産地を
訪ねてみま
せんか

小川町下里辺りでは、13
りょく でい せき へん がん

世紀ごろから 緑 泥 石 片 岩
（青石、下里石）製の板碑
が多く造られた。そんな所
が 19 ヶ所確認され、3 ヶ
所が国指定史跡となりまし
た。ここで加工された板碑
が関東周辺に多く点在して
います。
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割谷遺跡を訪ねて
自然いっいぱの所を，登
ること五分、あたり一面に
石板がびっしりと、敷きつ
めたような状況に驚いた。
木漏れ日に照らされ、石
板が輝き美しかった。

みたら

山肌が掘り起こされた後
には、矢穴の跡や工具の使っ
た跡など鮮明で、採掘がひと
目でわかった。長い間保存さ
れ、当時を偲んだ。

道すがらに点在する各
家の墓の石は、板碑がずら
りと立ち並び、板碑の産地
ならはでの光景であった。
今回見学出来なかった、
内寒沢遺跡・西坂下前Ａ遺
跡にも出かけ、その魅力を
味わいたものです。

まとめ
石材の
今年度は一年に渡り、坂戸の古道・遺跡を求めて、下調べや、地域を訪ねて
採掘遺
話を聞いたり、市の専門の方の指導を受けたりしながら、図書館だよりを作成
構
しました。
何気なくいつも通っている道端に遺跡・文化財など、地域の皆さんの手で保
存されていることの素晴らしさを感じ、思わず目がとまる昨今です。
後世にこの歴史が引き継がれるとともに、私たちの今の暮らしが、
千年後にどのように語り継がれているのか覗いて見たいものです。
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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
本年も図書館だよりをご愛読いただきますよう宜しくお願いたします。
さて今年は戌年です。その犬にまつわる本を紹介します。
東大ハチ公物語
一ノ瀬 正樹 ・ 正木 春彦
/編集
東京大学出版会

犬の飼い主マナーと常識
竹内 ゆかり/監修
小学館

犬の幸せ♡私の幸せ
増田 宏司/著
恒文社

ハチと上野博士の新しい物
語。博士を待ち続けたハチ
は、上野博士が教鞭をとっ

愛犬や隣 人にと って良 い飼
い主でいるためには…。

犬を飼うとは、どういうこと
か。犬が幸せになると、飼い

た東京大学農学部で、大好
きな上野博士と銅像になっ
て再会する…。

よくある 飼い主 のバッ ドケ
ース 76 例をあげ、正しい対
処法を教えます。

主も幸せになる、動物行動学
者の書いた飼い主の心がふっ
と楽になる本。

おりがみでワンちゃんを
折ろう
冨田 佳子/著
いしずえ

犬はあなたをこう見ている
ジョン・ブラッドショー/著
西田 美緒子/訳
河出書房新社

愛犬の服＆こもの
ブティック社

人気のワンちゃん 15 種の
折り方を紹介。著者オリジ
ナルの折り方で、ワイドに

犬の世界に序列はなかった!
犬の専門家が最新の研究結
果をもって明かす、感情や思

ワンちゃんの服と小ものの
作り方を紹介。子供用のセー
ターからベストへ、バスタオ
ルからバスローブへ、などリ

解説する。

考、知能、行動…。

フォームのアイデアも満載!

3

本への想いを伝えてみよう！
▽
聴いてみよう！

＜知的書評合戦＞
ビブリオバトルとは？

バトラー（発表者）がそれぞれお勧めの本を持ち合って、一人５分ずつの書評と３分間の質
疑を行い、バトラーと観客が一番読みたくなったチャンプ本を決めるゲーム感覚の書評合戦。

秋の図書館祭り（２０１７.１１．２０日開催）より

第三回ビブリオバトル・バトラーのお勧め本☆紹介

未所蔵本を希望される方は窓口に申し出ください。

未
所
蔵

未
所
蔵

楽天野球団のシークレッ

キリンビール

家族ゲーム

ト・マネジメント
島田 亨 /著
講談社
楽天球団・島田社長。その日
本的旧習を打破するマネー
ジメント術のすべて！

高知支店の奇跡
田村 潤 /著
講談社
地方のダメ支店からの逆転
力。フツーの営業マンが掴み
取った、営業の極意。

本間 洋平/著
集英社
第 5 回すばる文学賞受賞作
優秀なボクとダメな弟。そ
んなボクらの前に…。

排気ガスサークル
Another Day
Ｄonzu /著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
「その電車に乗ると、どこか別
の世界へ行けるらしい」その噂
は、一人の絶望から生まれた…。

残り全部バケーション
伊坂 幸太郎/著
集英社
その出会いは偶然か、必然
か。裏切りと友情で結ばれ
る裏稼業コンビの物語。
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読書はアウトプットが９９％
藤井 孝一/著
三笠書房
“使える知識”が身につく読
み方・選び方・活かし方。読
書の極意!

（紹介文はバトラーが書いたものではありません。）

第４回坂戸市図書館を使った調べる
学習コンクール入賞作品
○最優秀賞

○優秀賞

「個性ゆたかな日本の離島」
上谷小学校
「ドキドキ土器作り
「わたしの知らない

畑田

６年

小塚

「深海のナゾをさぐる」
坂戸小学校 ３年 塩澤
「小さな小さな大きな世界～微生物図鑑～」
勝呂小学校 ５年 森田 真生、佐藤 美空、石川

○ユニーク賞「洗濯表示が変わった！洗濯のいろいろ」
千代田小学校 ５年 伊理
応募作品数

香美

ぼくはじょう文とうげい家」
桜小学校 ３年 須藤 大賀
ざっ草の世界」
大家小学校 ４年 市川 琴音

○図書館長賞「読めると楽しい！点字大研究」
浅羽野小学校
○努力賞

５年

晴香

知紘
凛音

伶美覇

１０６作品 応募校１２校 （応募対象学年小学３～６年生）

学 年
応募作品数
応募人数
３年生
３２
３２名
４年生
２２
２７名
５年生
２７
３０名
６年生
２５
３１名
合 計
１０６作品
１２０名
※ 最優秀賞、優秀賞受賞作品は、全国コンクールに推薦します。

５

