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　 「ハッピーバレンタイン　読んで作って楽しもう!」

　「自分磨き-もっと素敵な自分に-」

ご了承ください。 　「おすすめ Love Stories」

という３つのコーナーを設け、手作りチョコの

　今年は３月５日(月)からお休みとなります。

　利用者の皆さまにはご不便をおかけしますが

図書館休館のお知らせ
★メイン展示

「Happy Valentine's Day」　坂本図書館では、毎年３月に「特別整理期間

　今回の展示はバレンタインデーにちなんで、

」として約１週間のお休みをいただいておりま

す。

休館の期間　３月５日(月)～12日(月)

　「恋の名前」「最後の恋」

　「おいしい!スイーツ☆マジック」

　「バレンタインは知っている」

　「チョコレートの歴史物語」

　「パリのチョコレートレシピ帖」

　「小説君の名は。」

　　※ＣＤ付きの図書など一部の特別な 作り方から、あまーいラブストーリーや自分磨

　　　ものを除いては自動ドア横の返却 きの本まで、幅広く揃えてみました。

　 　 ポストが利用できます。  ●メイン展示図書(抜粋)

し上げます。

　保存年限を過ぎた雑誌や除籍した図書等を差

雑誌・図書を差し上げます

　今回のサブ展示は２つ。まず、２月９日から

開催される冬季五輪にちなんで、オリンピック

やウィンタースポーツに関連した図書を。

　「ラッピングきほん事典」

★サブ展示

「2018平昌オリンピック」
&「鬼の絵本」

　図書館には毎日たくさんの本が返却されます 　「青い炎」「青い炎Ⅱ」(羽生結弦著)

　「フィギュアスケートを100倍楽しく見る方法」(荒川静香著)

　「浅田真央そして、その瞬間へ」「モーグルビート!」

そしてもうひとつは、２月３日の節分にちなん

で「鬼」に関連した絵本を集めてみました。

 ●サブ展示図書(抜粋)

折り癖がつけられていまし

た。図書館の本は個人のも

のではありません。みんな

　下の写真は、12月に入荷したばかりの文庫本 　「島ひきおに」「せつぶん」「せつぶんセブン」

ですが、このように閉じる

ことができないくらいに、

が気持ちよく利用できるよ

う大事に扱ってくださいね。 *メイン・サブとも２月22日(木)までの展示となります

　期間　３月13日(火)～

　３月25日までは冊数制限を設けておりますの

で、その範囲内でお持ち帰りください。

　　　　(休館日は除く)

　時間　10時～18時30分(土日は18時まで)

　場所　坂本図書館

　冊数　雑誌…１人３冊まで

　　　　図書…１人30冊まで

　　　　　　(英字新聞は１束を図書１冊として計算します)

　　　   　※３月27日(火)以降は制限なし

図書館の本、大切にしてくださいね

が、中には書き込みがされていたり、破られて

いたりするものがまれにあります。

さ  く  ら 
図書館だより 



竹本織大夫　監修 久住昌之　文・絵

実業之日本社 福音館書店

　文楽は大阪で生まれた日本を代表する伝

統芸能のひとつ。一体の人形を三人で操

り、三味線の演奏とともに大夫が語る人形

芝居です。

　文楽のジャンルは大きく分けて２種類。

「時代物」と江戸時代に起きた事件をもと

にした再現ドラマの「世話物」で、本書で

は世話物を取り上げています。

　文楽を知らない方にこそオススメの一冊

です。大阪を楽しむぶらあるきガイド付

き。絶対に観ておきたい名作もピックアッ

プされています。

　「お目にかからない日はナイ」、そう

言っても過言ではない年中出回っている大

根。私たちの食卓に身近で頼れる存在はい

つも大忙し。生でよし！煮てもよし！それ

でいて出しゃばらず謙虚な姿勢。みんなか

ら愛されるのには理由がある‼そんな大根

に迫った納得の一冊。

　なお、この本の作者の久住昌之さんは、

松重豊さん主演でテレビドラマ化もされて

いる『孤独のグルメ』の原作者でもありま

す。

文楽のすゝめ 大根はエライ
(児童)(一般)

幻冬舎 あかね書房

　気象庁の予報士・田久保は頻発する自然

災害から人命を救おうと奔走していた。し

かし、妻は実母の認知症介護に苦悩し、息

子は中学受験の失敗で自暴自棄になり、家

庭は崩壊寸前。一方、自衛官の中村は不幸

な生い立ちから、どこにも居場所を感じら

れず…。

　異常気象をベースに、現代の日本が抱え

る課題を描いた家族小説。介護、いじめ、

自然破壊…。それぞれの問題に共感した

り、考えさせられたりする一冊です。

　いつもお父さんと自転車に乗る練習をし

ている男の子。なかなか上手に乗ることが

できません。転んだり、すりむいたりし

て、少し怖くなりました。すると、「へい

きへいき」とお父さんじゃない誰かの声が

…。再び転びそうになった瞬間、自転車の

タイヤがにゅるっと伸びてゾウになり、

「バランスバランス」と言って…。

　男の子は自転車に乗ることができるよう

になるのでしょうか!?

　自転車練習中のお子さんにお勧めの一冊

です。

(山口) (宮崎)

(岡村) (樫田)

ハリケーン じてんしゃのれるかな

高嶋哲夫　著 平田利之　作

(児童)(一般)

読んでみませんか？ 
 

-新着図書のご案内- 



　　　　　「私的または移動日記」　　松沢まり子
22 21

　今年は寒いですね。もう聞き飽きましたか？
すいません。最高気温が８℃くらいあるとあっ
たかいな～なんて思ってしまう。今日は高知市
まで車に乗せていただく機会があり（明日から
出張なので雪で高知市まで行けないと困る
し）、今朝は朝から宿毛市では雪がちらついて
いた。これを書いているのは高知市のホテル。
今の気温は－１℃だそうな。わたしは冬が好き
だ。寒いけど。

　先日、60代後半の方と70代の方の会話を聞い
てびっくりした。小筑紫に映画館が２軒あって
（２軒！）宿毛にだって数軒あり、美空ひばり
の映画なんかも来てわくわくして見に行ったと
か。図書館の前に牧場があり牛乳屋さんがあっ
たんだって。そういえば叔父も子供の頃、馬に
乗って走ったことがあるとか言ってたっけ。わ
たしは不思議に思う。いったい宿毛市に沢山い
た人々はどこへ行ってしまったのか？わたしの
子供の頃は毛糸屋さんだって数軒あった。なぜ
毛糸屋さんかということは前々月号をお読みの
方はご存知の通りですね。みんなどこへ行って
しまったのだろう。

　さて、今は高知龍馬空港でコーヒーを飲みな
がらパソコンに向かってぱたぱたとキーを打っ
ています。外は晴れ。気温は５℃。窓の外は羊
のような雲がふわっふわっと流れています。２
月は観光客さんは少ないのだろう。空港内の混
雑はない。宿毛市の直七ドレッシングが売って
あるのを見てちょっと嬉しくなる。空港の玄関
の東側には吉田茂の像があった。
　そんなわけで今は高度１万メートルあたりを
飛んでいる飛行機の中でまたパソコンを開いて
いる。眼下には雲が浮かび青い海の上に影がで
きている。それほど機内は混んでおらず横の席
も空いている。

　もちろん、わかっている。沢山いた人たちは
仕事などで都会かどこかへ行ってしまったの
だ。わたしの叔父は家業の商売が嫌で家を飛び
出し、大阪の夜学の大学を出て公務員になっ
た。父が高校時代に先生が大学進学を勧めよう
と家まで来たが、祖父に一喝され帰されたそう
だ。祖父は父に家業をやらせたかったのだ。父

は美大に行きたかったらしい。わたしなどのみ
そっかすが大学進学するより父に進学して欲し
かった。でもそうするとひょっとしたらわたし
は生まれていなかったかもしれない。

　東京タワーが半分ほど見える窓際の机に向
かって今わたしはホテルで続きを書いている。
電車の音が聞こえる。山手線だろうか。初めて
東京に来たのは小学生高学年の頃で父に連れら
れて来た。父は仕事で来たのかもしれないした
だ単純に観光だったのかもしれない。今日、国
会議事堂をちらと車の中から見て、国会議事堂
に父に連れられて行ったことを思い出した。あ
まり覚えていないのだが国会議事堂をバックに
写真を撮った記憶がある。東京をわたしに見せ
たかったのだろう。それから高校の頃、出張の
お供に連れて来られた。配達や釣りによくつい
て行ったように。父は出張に出かける度にお土
産を買ってきてくれ、子供のわたしはとても楽
しみだった。一番最初は大きな熊のぬいぐるみ
でチョッキまで着ていてうれしくてわたしは家
中を、外も走り回った。
　わたしは父に母に祖父母に話しかける。わた
しを生んでくれてありがとう。わたしはこれか
らどうすればいいですか？
　父母も見ただろう東京タワーはオレンジと黄
色に彩られて優しく微笑んでいるように見え
る。

－ さ く ら 随 筆 － 

snowing 



0 「大根はエライ」                       久住昌之

1 「レモンの図書室」           ジョー・コットリル

2 「ビジュアル大相撲図鑑-決定版-」       服部祐兒 

3 「さよなら、おばけ団地」             藤重ヒカル
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は休館日

～新着図書のご紹介～

　　　　　一般図書 　　　　　児童図書

「入門デジタルアーカイブ」          柳与志夫 

「時空のさざなみ」      ホヴァート・シリング 「どうくつをこねる糸川くん」           春間美幸

「パパ入門ガイド」  ファザーリング・ジャパン　　　　　　　　　　 「危険生物◆外来生物大図鑑」           今泉忠明 

「勝ちきる頭脳」　                  井山裕太 「基本から大会まで勝つ! 長なわ8の字跳び最強のコ 

「孤独を生きる言葉」              松浦弥太郎 

「お墓からの招待状」                合田一道 

「破綻するアメリカ」                会田弘継 

「雨かんむり漢字読本」            円満字二郎 「子どもにウケる将棋超入門-すぐにはじめられるい 

「風神の手」                        道尾秀介   ちばんやさしい入門書-」          創元社編集部  

「牛天神」                          山本一力 「カエルのメロン」                     鬼村テコ 

「将棋から学んできたこと -これからの道を歩く   ツ」                                 西沢尚之  

  君へ-」                           羽生善治 「すてきな3K-おしごとのおはなし 看護師-」        

「私は女優」                      浅丘ルリ子                                      いとうみく

「わたしのおひっこし」       イヴ・バンティング　　　 

「ふたご」   　                     藤崎彩織 

「くちなし」                        彩瀬まる 

「チュベローズで待ってる AGE32」加藤シゲアキ 

「おちゃめに100歳!寂聴さん」      瀬尾まなほ 

「青い壺」                        有吉佐和子

　　　　　絵　　本

「のび〜るのび〜る」               おかだしんご　　　 

「たまらんちゃん」                 つぼいじゅり　　　 

「蒼き山嶺」                          馳星周 
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2月の休館日 3月の休館日

「口笛の上手な白雪姫」              小川洋子 「ともだちのやくそく」 　　　　　　中川ひろたか   

「玄鳥さりて」                        葉室麟　　　「まほうの絵本屋さん」   　　　　　　小手鞠るい　　　 

「謀殺の四国ルート」        　　　西村京太郎 「じてんしゃのれるかな」               平田利之  　　

「雪煙チェイス」        　　　　　　東野圭吾 「にゃんにゃん」                     せなけいこ　　　 

　　　★このほかにもたくさんの図書が入っております。
　　　　 図書館ホームページでは、月ごとの新着図書一覧を公開しておりますので、
　　　　 そちらもぜひご覧ください。

木 金
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11

開 館 日 時 火～金　10:00～18:30　　土・日　10:00～18:00

ホームページ http://www.city.sukumo.kochi.jp/sbc/library/index.html

メールアドレス tosyo@city.sukumo.lg.jp

「春待ち雑貨店ぷらんたん」          岡崎琢磨 「うちゅうはきみのすぐそばに」   いわやけいすけ   

「横溝正史ミステリ短篇コレクション 1  恐ろし 「おもちおばけ」                   ささきようこ　　　 

  き四月馬鹿」                      横溝正史 「おじいちゃんとパン」                     たな   

※左側の数字は図書の分類を表しています． 
  ０…総記、１…哲学、２…歴史、３…社会科学、４…自然科学 
  ５…技術、６…産業、７…芸術、８…言語、９…文学 ※左側の数字は図書の分類を表しています． 
  ０…総記、１…哲学、２…歴史、３…社会科学、４…自然科学 
  ５…技術、６…産業、７…芸術、８…言語、９…文学 ※左側の数字は図書の分類を表しています． 
  ０…総記、１…哲学、２…歴史、３…社会科学、４…自然科学 
  ５…技術、６…産業、７…芸術、８…言語、９…文学 
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