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〈図書館夏まつりのようす〉
８月５日、今年で６回目を向かえた「図書館夏まつり」が開催され、２９名の方が参加して

くれました。館長のあいさつの後、ボランティアの荒谷さんが「ももたろう」と「シンデレラ」

の絵本を読んでくれました。子ども達は真剣に聞き入っていました。

次に「スイカわり」をしました。幼児から順番に目隠しをして挑戦です！幼児や低学年の生

徒は、スイカに当たってもキズが付く程度でしたが、高学年・中学生・特別参加した「有晟の

父さん」になると力が強く…最後は見事！スイカが半分に割れました！後で食べるので、私と

しては複雑な気持ちでした。見ているだけで、本当に楽しかったです。

次は「あみだクジ」です。「大当たり」が２本・「小当たり」が３本です。自分の名前のとこ

ろから、あみだクジをたどって…はずれ！景品の数が５個しかなかったので「あぁ～」の声が

たくさん聞こえてきました。大当たりを引いた子は「野々ちゃん」と「有晟くん」でした。小

当たりは「拓海くん」「真稀ちゃん」「有晟父さん」！ハズレた子ども達にも、好きな景品を選

んでもらい、全員にあたりました。それにしても平澤親子はクジ運が強かったです！

いよいよ『流しそうめん』です。今年も、川端建設さんが作ってくれた、立派な流しそうめ

んの台を使い、本格的にできました。約１１メートルある台にみんなで並び、開始しました。  

青空の中、外で食べるそうめんはとても美味しかったです。最後は、スイカやお菓子を流し、

ハシでは無理なので手づかみで食べました。お腹も・心も満腹になりました！お手伝いしてく

れた、お母さん・お父さん、本当にありがとうございました。また来年も楽しい「図書館夏ま

つり」になるようご協力をお願い致します。

     



＜９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：３日（月）・１０日(月）・１８日(火）・２４日(月)

            （年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く）

瀬棚図書センター （瀬棚区本町 728 番地２ ℡ 0137-87-3901）

◆開館時間：９時３０分～１７時 ※開館時間が変更になりました。

◆休 館 日：３日（月）・１０日(月）・１８日(火）・２３日(日)・２４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。）

〔図書館の本の返却についてのお願い〕
図書館から本を借りて、期限内に返却されない方が多くみられます。理由があり返

却が遅くなる場合は電話で連絡くだされば延長できますので(新刊書・予約が入ってい

る本は除きます)返却期限の確認をお願いします。図書館では年間 30 冊くらい返却さ

れない本があります。声をかけたりしていますが返却されていません。これからは少し

厳しく返却を求めたいと考えております。図書館の本は町民の税金からでています。

大切な本ですので、利用する方も大切に扱ってほしいと願っています。

※本を無くしたり破損された場合は弁償していただきます。

＜各施設の催し＞

◆情報センター／おはなしひろば（ピノキオの会）
・日 時：９月２２日（土）午後２時００分～

・内 容：絵本の読み聞かせなどをします。

    

＜わたしのとびっきりの一冊＞
図書館に勤務して 7 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）
※「白ゆき姫殺人事件」・湊 かなえ著…美人会社員が惨殺された不可解な殺人事件を巡り、一人の女に疑

惑の目が集まった。同僚、同級生、家族、故郷の人々。彼女の関係者たちがそれぞれ証言した驚くべき内

容とは。「噂」が恐怖を増幅する。果たして彼女は残忍な魔女なのか、それとも―ネット炎上、週刊誌報道

が過熱、口コミで走る衝撃、ヒットメーカーによる、傑作ミステリ長編。

※「にじいろのしまうま」・こやま 峰子著…もりのおくで、きれいなにじいろのしまうまがうまれました。どうぶつたち

も、あたらしいなかまができておおよろこび。ところが、あめがふらないひがつづいて、かわのみずがなくなってしまい

ます。げんきのないなかまたちのために、にじいろのしまうまは、いっしょうけんめいおねがいをしました。



◆『虚像の道化師』          東野 圭吾 著          (一般書)
新興宗教の教祖が送る念、奇妙な幻聴、不可思議な殺人現場、犯人が仕掛けたトラップ。ガリ

レオこと湯川がすべての謎を解き明かす。

◆『神さまのカルテ 3』         夏川 草介 著          （一般書）
栗原一止は信州にある「24 時間 365 日対応」の本庄病院で働く内科医である。昨年度末、信濃

大学医局からの誘いを断り、本庄病院残留を決めた一止だったが、初夏には恩師である古狐

先生をガンで失ってしまう。夏、新たなベテラン医師がやってくる。彼女の生き方を見て己を見

つめ直した一止は、本庄病院を出る決意をするのだった。

◆『ソロモンの偽証 第一部 事件』     宮部 みゆき 著         （一般書）
舞台はバブル末期の東京下町の中学校。クリスマスに 2 年生・柏木卓也が死体で発見されると

ころから物語は始まる。柏木卓也の死は自殺か他殺かーー。犯人を目撃した「告発状」の出

現。 動き出すマスコミ。そして再び生徒が犠牲に……。

◆『鍵のない夢を見る』          辻村 深月 著         （一般書）
望むことは、罪ですか？彼氏が欲しい、結婚したい、ママになりたい、普通に幸せになりたい。

そんな願いが転落を呼び込む。ささやかな夢を叶える鍵を求めて５人の女は岐路に立たされ

る。待望の最新短篇集。《第 147 回直木賞受賞作品》

◆『冥土めぐり』             鹿島田 真希  著         (一般書)
裕福だった過去に執着し、借金を重ねる母と弟。一族の災厄から逃れたはずの奈津子だが、

突然、夫が不治の病にかかる。だがそれは、奇跡のような幸運だったー夫とめぐる失われた過

去への旅。《第１４７回芥川賞受賞作品》

◆『天命の扉』                  遠藤 武文 著         (一般書)
長野県議会中、議員が何者かに殺害された。残された紙片には「善光寺を開帳せよ」というメッ

セージが。犯人の目的は一体何なのか。捜査に乗り出した城取刑事は、かつて自分が担当し

た冤罪疑惑事件とのつながりを疑う。

◆『明日のことは知らず』       宇江佐 真理 著         (一般書)  
大人気シリーズ「髪結い伊三次捕物余話」11巻目。江戸に起きる事件を通して、伊三次をとりま

く人々の心温まるふれあいを描きます。

◆『白いジャージ 8』             rey 著          （一般書）
直の親友、ゆかりが結婚！改めて幸せをかみしめる先生と直。そんなとき、謎の女性が近付い

てきて、直は不安になっていた。一方、先生の担任のクラスで、いじめが問題に。先生の熱い想

いは、生徒たちに伝わる…？熱くて甘い、胸キュンケータイ小説。

◆『一期一会 初恋オシャレ』         マインド・ウェイブ 著      (児童書)
花がらスカート、フリル水着…それからハイカットのスニーカー。いろいろオシャレしたら勇気や

自信がわいてきて。ステキな出会いも！？オシャレのお話が８つ入ってるよ。

◆『学校で本当に起きた怖い話』          山岸 和彦 著      （児童書）
音楽室や理科室での不気味な体験、トイレや外階段で起きた怪奇現象など学校の七不思議と

して実際に語り継がれている恐怖談の数々を紹介。圧倒的なリアリティーに震えがとまらない。

◆『仮面ライダー大図鑑』                     (児童書)
仮面ライダー1 号からフォーゼまで、全ライダーを紹介する、ライダー本決定版。マシン、武器、敵キャ

ラ、全ストーリーまですべてがわかる 1 冊。

※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



◆『漏洩 素行調査官』              笹本 稜平 著          （ 一般書 ）

警視庁刑事部捜査二課企業犯捜査第二係。株のインサイダー取引疑惑を捜査していた彼らが

掴んだ情報をめぐって、警察内部に巣喰う悪党たちが暗躍する。

本郷岳志たち警務部監察係は、黒幕の正体に迫れるのか。

◆『きみは いい子』               中脇 初枝 著             （ 一般書 ）

夕方五時までは家に帰らせてもらえないこども。娘に手を上げてしまう母親。求めていた、たっ

たひとつのもの―。それぞれの家にそれぞれの事情がある。それでもみんなこの町で、いろん

なものを抱えて生きている。誰かのたったひとことや、ほんの少しの思いやりが生むかもしれな

い、光を描き出した心を揺さぶる感動連作短篇集。

◆『悩むヒマありゃ、動きなさいよ！死ぬまで現役、90 歳』    内海 佳子 著    ( 一般書 )

芸歴７４年、９０歳現役芸人・内海桂子が、「生きること」「老いること」、そして「働くこと」について

縦横無尽に語り尽くした奇跡の人生談義。

◆『 ぼくが きょうりゅう だったとき 』         松岡 達英 著           （ 児童書 ）

ぼくが、ひとりぼっちでこうえんのブランコにのっていたら、きょうりゅうが「あそびにきてよ」って

さそってくれたんだ。ゆうぐのトンネルをくぐると、そこは…。

◆『 ココロ屋 』                   梨屋 アリエ 著             （ 児童書 ）

「ココロを入れかえなさい。」また先生におこられてしまった。教室からにげだしたぼくの目の前

にココロ屋があらわれて、「さて、どのココロにいたしましょうか。」―えっ、ココロって、取りかえら

れるの？ぼくは、ココロ屋の『やさしいココロ』と自分のココロを取りかえてみた。すると…。

◆『空飛ぶ広報室』           有川 浩 著                  （一般書）

不慮の事故で P 免になった戦闘機パイロット空井大祐 29 歳が転勤した先は防衛省航空自衛隊

航空幕僚監部広報室。待ち受けるのは、ミーハー室長の鷺坂(またの名を詐欺師鷺坂)をはじ

め、尻を掻く紅一点のべらんめえ美人・柚木や、鷺坂ファンクラブ 1 号で「風紀委員 by 柚木」の

槙博己、鷺坂ファンクラブ 2 号の気儘なオレ様・片山、ベテラン広報官で空井の指導役・比嘉な

ど、ひと癖もふた癖もある先輩たちだった……。有川浩、渾身のドラマティック長篇小説。

◆『幸福な日々があります』        朝倉 かすみ 著             （一般書）

離婚を望む一人の女性の移りゆく心の軌跡。人はなぜ同じではいられないのか。幸福な結婚

生活を送る森子。だのに別れを決心した。理由は夫として好きじゃなくなっただけ。そんな理由

に納得がいかない夫と森子の平行線の日々は続き…。

◆『もらい泣き』                冲方 丁 著               （一般書）

一族みんなに恐れられていた厳格な祖母が亡くなった。遺品の金庫の中に入っていた意外な

中身は?「金庫と花丸」。東日本大震災の後、福島空港で車がなく途方にくれる著者に「乗ります

か」と声をかけてくれた人の思い出。「インドと豆腐」。思わず、ホロリ。冲方丁が実話を元に創

作した、33 話のショートストーリー&エッセイ集。

◆『あなたと宇宙とあなたの使命～潜在意識は知っている～』  浅見 帆帆子 著  （一般書）

世界も変わる 2012 年、大変革の時代に、潜在意識にアクセスして幸せに生きる引き寄せの法

則。著者自ら「集大成」と語る、「宇宙とつながって夢をかなえる」帆帆子の法則、パワーをもら

える決定版です。

◆『おやすみくまちゃん』          シャーリー・パレントー 著           （児童書）

ベッドが 5 つ並んでいるよ。もうねるじかん。でも、ちゃいくまちゃんは眠れません・・・。風の音か

な、なんだかこわい! さあ、くまちゃんたちは、どうしたのでしょう?


