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   大成図書館

大成中学校の生徒１名が９月４日～９月５日の２日間、図書館へ職場体験学習

にきました。図書館への職場体験学習は、今回で 3回目です。

図書館の勤務時間は、8時 30分～17時 15分です。お昼休みは 1時間あります。

初日、緊張気味に出勤した上野君は、朝の挨拶を終え、新聞に目を通すことから

はじまりました。図書館は 2 誌新聞を取っています。特に北海道新聞は、地域の

情報が載っていますので、しっかり読むように指導しました。

その他の仕事は、本の貸出や返却作業、図書システムに本の登録作業をしても

らい、１日目が終了しました。

２日目も同様に新聞に目を通してから、注文していた本が届いたので、新刊書

の装備をしてもらい、その後は引き続き本の登録作業や本が傷まないように、本

にブックカバーの装備をしてもらい二日間の職場体験学習が終わりました。

最後のあいさつで上野君からは「大変な仕事でしたが、2日間いろいろな事を教

えて頂き、ありがとうございました。」とお礼の言葉がありました。

本の登録作業は、古い本が多く大変な作業だったと思います。一生懸命作業し

ている姿が印象に残っています。こちらこそ「ありがとう」と言う気持ちでした。  

年に１度ですが、私達も初心にかえり新鮮な気持ちにさせてもらいました。

    (本の登録作業の様子)

（本のカバー装備をしている様子）



＜１０月の各施設の開館情報＞

せたな町情報センター （北檜山区北檜山 266 番地 ℡ 0137-84-5342）

◆開館時間：10 時～19 時（小学生は 17 時、中学生は 18 時まで利用できます。）

◆休 館 日：10 月 1 日（月）･9 日(火）・15 日(月）・22 日(月)・29 日（月）

瀬棚図書センター （瀬棚区本町 728 ℡ 0137-87-3901）

◆開館時間：9 時 30 分時～１７時  ※(開館時間が変更になりました。)

◆休 館 日：10 月 1 日（月）･9 日(火）・15 日(月)・22 日(月）・29 日(月)

（年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く）

大成図書館 （大成区都３８６番地 ℡ 01398-4-6161）

◆開館時間：１０時～１７時

◆休 館 日：ありません (年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く)

※（正午から午後１時までは閉館しております。）

     

〔 本のリクエストや読みたい本はありませんか？ 〕
図書施設では、新刊書を中心に定期的に図書の購入をしております。購入に際し

ては、新刊情報などをもとに町民のニーズに合うように心がけておりますが、全

てに対応できているとはいえません。町民のみなさんからのリクエストがありま

したらお近くの施設にお申し出下さい。

※（リクエストに応えられない場合もありますのでご了承下さい）

＜各施設の催し＞

◆情報センター

・今月催しはありません。

＜わたしのとびっきりの一冊＞
図書館に勤務して 8 年目を迎えました。この間、多くの本との出会いがありましたが、とても感動し

た本、おもしろかった本などもたくさんありました。その一部をご紹介し、ぜひ皆さんにも手にとってい

ただきたい本をご紹介します。                 （大成図書館 佐藤）

◆ 「ソロモンの偽証 事件」・宮部 みゆき著…クリスマスの朝、雪の校庭に急降下した１４歳。彼の

死を悼む声は小さかった。けど、噂は強力で、気がつけばあたしたちみんな、それに加担していた。そし

て、その悪意ある風評は、目撃者を名乗る、匿名の告発状を産み落としたー。新たな殺人計画。マスコミ

の過剰な報道。狂おしい嫉妬による異常行動。そして犠牲者が一人、また一人。学校は汚された。ことごと

く無力な大人たちにはもう、任せておけない。学校に仕掛けられた史上最強のミステリー。

◆「どんぐりむらのおまわりさん」・なかや みわ 著…どんぐりむらのおまわりさんは、今日も朝から

大忙し。パトロール、交通整理、木から降りられなくなった男の子・いっちの救出、まてばじいさんの失くし物

の捜索…おまわりさんに憧れ、こどもおまわりさんとして頑張るいっちと、おまわりさんとの交流を描く。



◆『ソロモンの偽証 第二部 決意』       宮部 みゆき 著        (一般書)
「あたしたちで真相をつかもうよ」一緒に卒業するはずだったクラスメイトが 2 人も死亡。すべてにピリオ

ドを打つため、1 人の女子生徒が立ち上がった。何としても学校で法廷を・・・教師を敵に回して走り出す

生徒たち。女検事の苦闘、他校から降臨した弁護人。証人を見つけ、開廷にこぎつけるまであと 15 日。

◆『幸せの条件』             誉田 哲也 著          （一般書）
新燃料・バイオエタノール用にコメを作れる農家を探してこい！突然の社長命令を受け、片山製作所・

伝票整理担当の梢恵は、縁もゆかりもない長野の農村へ。ところが行く先々で「コメは食うために作るも

んだ。燃やすために作れるか」と門前払い。さらには農業法人「あぐもぐ」の社長・安岡に、「まずは体で

一から農業を知れ」と一喝され、これまで興味も知識も皆無だった農業に取り組むことに。そこで初めて

農家が抱える現実を思い知るが…。彼氏にも、会社にも見放された２４歳女子。果たして、日本の未来

を救う、新しいエネルギーは獲得できるのか？農業、震災、そしてエネルギー問題に挑む感動の物語。

◆『傷だらけの果実』             新堂 冬樹 著        （一般書）
わたし、誰よりも綺麗になりたい・・・菊池緑、18 歳。大学 1 年生。クラスで「ボロ雑巾」と呼ばれている少

女。彼女の全身改造計画が、今、始まった。青春＆狂気の極上エンターテインメント！

◆『解』                    堂場 瞬一 著           (一般書)
平成元年に社会へ船出した大江と鷹西はやがて学生時代の夢を叶え、政治家と小説家になる。だが、

二人の間には忌まわしい殺人事件の記憶が埋もれていた・・・。平成という時代を照射するミステリー。

◆『微笑む人』                貫井 徳郎 著          (一般書)
エリート銀行員が妻子を殺害。事件をノンフィクションにまとめるべく、小説家は取材を開始する。戦慄

のラストまで一気読み必至。

◆『赤猫異聞』                浅田 次郎 著        (一般書)
火事と解き放ちは江戸の華。鎮火後三人の囚人が共に戻れば無罪放免、一人でも逃げれば死罪

に・・・激変の時をいかに生きるかを問うた、傑作時代小説。                              

◆『ラブ・ハニー 1・2』       望月 結菜 著     （一般書）
「オタク」・・・・・みんな、あたしのことをそう呼ぶ。なぜなら、漫画の主人公・蓮君に恋しているから。咲

原綾那、もうすぐ 25 歳。フツーの OL。生身の男には興味なし。それが、25 歳の誕生日に奇跡が起き

た。大好きな蓮君が生身の男として目の前に現れたのだ。いや、正確には上司として会社にやってき

た。相沢凌、32 歳。長身でイケメン、もちろん独身、彼女ナシ。バラ色の生活がやってくる……ハズだっ

た。「咲原さん……さっきの、聞いてた？」彼の恐ろしい本性を見るまでは……

◆ 『こびと観察入門 １』          なばた としたか 著        （一般書）
「こびとづかん」のこびと達の捕まえ方から飼い方まで、親切丁寧に教えてくれる入門書。こびとの実寸

サイズや生息地、特徴がよくわかります

◆『どんぐりむらのおまわりさん』        なかや みわ 著       （児童書）

どんぐりむらのおまわりさんは、今日も朝から大忙し。パトロール、交通整理、木から降りられなくなった

男の子・いっちの救出、まてばじいさんの失くし物の捜索…おまわりさんに憧れ、こどもおまわりさんとし

て頑張るいっちと、おまわりさんとの交流を描く。

◆『ボノロン 帰ってきたやさしさの巻』     北原 星望 著      (児童書)
マングローブも魚も海も、すべてが友だち。やさしさに感謝したくなるボノロンと海のストーリー。

◆『らぶきょん 28 巻』           パク・ソヒ 著           (コミック)
ハラハラドキドキの韓国ロイヤル・ラブロマンス、遂に完結！！ しかしお楽しみはまだまだ・・・韓国で刊

行され、話題を呼んだ番外編が早くも刊行！！     9 月 25 日発売予定

◆『メイちゃんの執事 19 巻』       宮城 理子 著     (コミック) 9 月 25 日発売予定

※発売日前・予約中のものもありますので、図書の有無については各施設にご確認下さい



◆『 旅屋おかえり 』             浜田 マハ 著       （ 一般書 ）
あなたの代わりに、全国どこでも旅に出ます!唯一のレギュラー番組「ちょびっ旅」が打ち切りになった

売れないタレント・丘えりか。ひょんなことから、病気などの事情を抱えた人から依頼を受けて、代わりに

旅をする「旅屋」を始めることに。

◆『 千鳥 舞う 』                葉室 麟 著        （ 一般書 ）
心が死ねばこの世のすべては無明長夜の闇に落ちる。この世を美しいと思うひとがいて、初めてこの世

は美しくなる。そう思うひとがいなくなれば、この世はただの土塊となるしかない。死なせてはならない心

とは、人を愛おしむ心や、この世を美しいと感じる心。ひとはひとに愛しまれてこそ生きる力が湧くもの。

涙と感動を呼ぶラスト。女絵師・春香が描く博多八景にまつわる哀切で感動的な物語。
                                

◆『 ミツカン社員のお酢レシピ 』       ミツカン 著        （ 一般書 ）
ＣＭで人気のさっぱりトンテキ、お酢の王道・マリネや酢の物、野菜なんでもピクル辛みのきいたスー

プ、甘いデザート…。ミツカンのメニュー開発チームによる自信のお酢料理９２。

◆『 ひまわりの おか 』   ひまわりをうえた 八人のお母さん 著    （ 児童書 ）
2011 年 3 月 11 日、津波で子どもたちの命を奪われた大川小の母たち。子どもにるように育てたひまわ

りに託した祈りと願い。大きな津波によって７４もの大切な命がうばわれてしまった小学校。お母さんた

ちは、子どもたちが避難しようとめざした場所に、ひまわりを植えはじめた。８人のお母さんたちの、わが

子へ宛てた手紙や話をもとにつくられた絵本。

◆『 おやすみ くまちゃん 』     パレントー・シャーリー 著       （ 児童書 ）
ちいさなベッドが、いつつならんでいるよ、もうねるじかん。でも、ちゃいくまちゃんはねむれません…た

すけあう気持ちをそだてる絵本。

◆『ソロモンの偽証 第Ⅱ章 決意』       宮部 みゆき／著     （一般書）
期間はわずか 15 日。有志を集め証人を探せ! 14 歳の夏をかけた決戦、カウントダウン! もう大人たちに

任せておけない――。保身に身を窶す教師たちに見切りをつけ、一人の女子生徒が立ち上がった。校

舎を覆う悪意の雲を拭い去り、隠された真実を暴くため、学校内裁判を開廷しよう! 教師による圧力に

屈せず走り出す数名の有志たち。そして他校から名乗りを上げた弁護人の降臨。その手捌きに一同は

戦慄した……。

◆『ふくわらい』            西 加奈子／著            （一般書）
マルキ・ド・サドをもじって名づけられた、書籍編集者の鳴木戸定。 彼女は幼い頃、紀行作家の父に連

れられていった旅先で、誰もが目を覆うような特異な体験をした。 その時から定は、世間と自分を隔て

る壁を強く意識するようになる。 日常を機械的に送る定だったが、ある日、心の奥底にしまいこんでい

た思いに気づいてしまう。 その瞬間、彼女の心の壁は崩れ去り、熱い思いが止めどなく溢れ出すのだ

った――。

◆『朝つめるだけ！お弁当生活便利帖』    松村 眞由子／著     （一般書）
ハンバーグや照り焼きといった定番の「メインメニュー」、牛のしぐれ煮などの甘辛醤油味で満足感がア

ップする「コクうまサブ」、青菜の和えものや酢の物などの「さっぱりサブ」の 3 種のつくりおきおかずでは

じめる、お弁当生活読本。かんたんなのではじめてでも気軽に始められます!

◆『３びきこりすのケーキやさん』      権田 章江／著          （一般書）
もりのなかには 3 びきのこりすがやっているちいさなちいさなケーキやさんがあります。なんでもここのケ

ーキをたべるとこまりごとがなくなるというのですって。

◆ 『マジック・ツリーハウス探検ガイド 世界の海賊たち』

メアリー・ポープ・オズボーン／著       (児童書)
ジャックとアニーがおとずれたのは、美しい南の島。沖を行く船には、どくろマークの黒い旗が…。なんと

そこは、財宝がねむる海賊の島だったのです。マジック・ツリーハウス第 2 巻『女王フュテピのなぞ』第 2

話『海賊の秘宝をさがせ!』のガイド本。


