
がですか。

「小学生になったら図鑑」「園児べんとう」

「お弁当サンド」「冷凍生地で焼きたてパン」

「HAVE　A　BREAK」

★サブ展示

　春は何かと忙しい

この時期、ちょっと

一息ついてみません

か。

　心や体をリセット

する本、癒される本

などを取り揃えてい

ます。

№259
　(編集・発行)

宿毛市立坂本図書館

　〒788-0001

2022年
4月号

　 宿毛市中央二丁目7番14号

☎　0880-63-2654     

FAX 0880-63-0155     

「春が来た」

展示期間　4月28日(木)まで
★メイン展示

展示のご案内

　朝晩はまだ冷え込むものの、日中は春らしい陽

気となり、半そで姿の人も見かけるようになりま

　・ピクニックにいこう

　・パンの魅力 　宿毛小学校２年生がおすすめの

むかし話の紹介を「むかし話のお　　見に来てね

　・入園、入学おめでとう

した。この春、次のような本を読んでみてはいか

てくれました。児童コーナーに

展示していますので、皆さん見に

もしろさを伝えます！」と題して、

大きな作品にして図書館に展示し

来て下さいね。

 ●メイン展示図書(抜粋)

　将来、なりたい職業はお決まりですか。まだ

決まってないという人も、すでにこの職に就き

す。そこには、パティシエ、プロ野球選手、医

たいと決まっている人にもおすすめ！「なるに

はBOOKS」という本を集めたコーナーがありま

てみてください。

師、保育士、ゲームクリエイターなどありとあ

らゆる職業について網羅されています。近辺は

就職・資格コーナーとなっているので参考にし

さ く ら
図書館だより

展示のご案内

知っていますか？ 坂本図書館!!
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(一般) (児童)

　
青

※本の紹介文は、スタッフが作成しています。

ＷＡＶＥ出版

(一般)

徳間書店

(児童)

５０代、家のことで困ってます。 世界一ひらめく！算数＆数学の大図鑑

長谷川高　著 アンナ・ウェルトマン　著

河出書房新社

　人生１００年時代と言われる現在、５０

代は様々な事を考える節目の時期ではない

でしょうか。住まいも同様です。終の住処

としてリフォームや家の購入などを検討し

てはいませんか？

　５０代からの失敗しない家の売り買いの

基本を、具体的なケースなどを交えてわか

りやすく解説しています。

　数学は魔法。お店、工事現場など、暮

らしの中にひそむ数字を知る！

　見たり、触ったり、思い浮かべたりで

きるものには、数字が隠れている？

　この本には、数字をめぐるびっくりす

るような話、わくわくするような話など

がたくさんのっています。

　好きなところから読んでみてね。

講談社

風の港 ふしぎな図書館と魔王グライモン
ストーリーマスターズ　１

村上早紀　著 廣嶋玲子　著

　人生という旅の途中、そこに降り立ち、

飛び立つまでのひととき。まるで引き寄せ

られるように出会い、少しずつ繋がってい

く奇跡のような時間。旅人を送迎する空港

という場所で、様々な人々の人生が交差す

る全５話。あたたかな空港物語ぜひ、読ん

でみてはいかがでしょう。

　物語をおもしろくする重要な要素“キー

パーツ”。それが盗まれてしまったら、物

語はどうなると思いますか？

　仲が悪い『ヘンゼルとグレーテル』、塔

を出ようとしない髪の短い『ラプンツェル

』、よく食べる意地悪な『白雪姫』…。

　ひょんなことから盗まれたキーパーツを

探して本に書き込み、物語を元に戻すこと

をグリム兄弟に頼まれた宗介。間違いは３

回まで！ハラハラドキドキのキーパーツ探

しを宗介と一緒に楽しんでください♪

　『ふしぎ駄菓子屋銭天堂』作者の新シリ

ーズです。

読んでみませんか？

-新着図書のご案内-
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　　　　　　　　　　2022年、春　　　　　　松澤まり子
22 21

　ひとりの少年が道を歩いていく。大人も歩い
ている。人々の周りはヨーロッパによくあるよ
うな平坦な田園風景だ。冬の終わりで空はどん
より曇っている。少年のそばには親らしい大人
はいない。人々は黙々と歩いているが少年も同
じようにただ歩いているように見える。ただ、
カメラは少年が通り過ぎるとき彼が泣いている
ことを映し出した。少年はカメラも気にせず泣
きじゃくりながらそのままカメラの前を通り過
ぎる。少年は鮮やかな青地にポップな柄物の
パーカーを着ている。小・中学生くらいの子ど
もだったらたぶん世界中のみんなが着ているよ
うな温かそうなパーカーだ。道は国境へ続いて
いる。

　3月初めに店にツバメが飛来した。いつも2月
の終わりくらいに第一羽ちゃんたちが来るのだ
が今年は遅いねえ、寒いのかな、と言い合った
りしていた。それから第二羽ちゃんたちが飛来
し、現在4月初めには数羽のツバメたちが頭上を
飛び回り忙しく子育てをしている。飛来した日
にちはメモしておく。父がそうしていた名残
だ。
　山桜は終わり、桜もそろそろ葉桜になる。山
のふもとのわたしの家にもウグイスの鳴く声が
聞こえるようになった。春だなあ、と思いなが
ら自転車で田んぼのピンク色のレンゲ草の上を
白いモンシロチョウが飛ぶのを眺めて銀行へほ
ぼ毎日行く。国境へ向かう子どものニュースを
見たのは菜の花が満開の頃だった。今はもう前
述したように桜も散り始め、季節は初夏へと
移っている。

　ここのところ家に帰るとクラシックを聴く。
以前から帰るとアマゾンスピーカーに「チェロ
の曲かけて」や「ショパンかけて」などと言っ
て楽曲を流していたが、ふと、そういえばバイ
オリン協奏曲とかフルートの曲などは聴いてい
ないな、と気がつき、今まで聴いていなかった
曲を開拓してみようと思い色々聴いてみること
にした。昨日もバッハのバイオリン協奏曲の美
しさに聴き入った。こういう時でもラフマニノ
フの曲を聴きたくないわけではない。トルスト
イもまた読みたいと思う。美しいものは美し
い。でも、わたしはいくつになっても知らない
ことが多すぎる。まだ聴いていない曲も多いし
読んでない本も多い。

　高知県のニュースで80代の方の投稿を読み上
げていた。戦時中に防空壕に入ったことなどを
挙げお孫さんにはそんなことをしてもらいたく
ない、平和な時代で生活してほしい、と。
　世界中のみんなが同じ思いだといいのに。当
たり前だと思っていた生活が失われ今の時代に
そんなことがあっていいのかということが起こ
るということ。ひとは変わらないのか。時代は
変わらないのか。人道はどこに行ってしまった
のか。

　夕食の新玉ねぎをむきながら考える。あの少
年は無事に国境を越えただろうか？わたしのよ
うな無力の人間に何ができるだろうか？何かで
きることはないだろうか。
　楽しそうなパーカーを彼に与えたのは両親だ
ろうか。もしかしたら祖父母かもしれないし、
お小遣いを貯めて自分で買ったものかもしれな
い。ひとりで国境まで行ったのだろうか、それ
とも国境辺りには親戚でもいて待っていてくれ
ているのだろうか。それとも、ひとりで国境へ
行き難民となったのだろうか。悪いひとにさら
われたりしていないだろうか。
　どんな事情があれ温かい家庭が彼を待ってい
てくれるように。暖かい食事やベッドが彼に与
えられますように。やがてこの美しい世界を知
り芸術を知り・・・希望を持つことのできるひ
とになりますように。

　ポール・エリュアールの詩「リベルテ」を読
みたくなった。

－ さ く ら 随 筆 －

小筑紫町にて
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※4/29は祝日ですが、図書整理日のため休館します。

は休館日

「もっと知りたいアイヌの美術」　　　山崎幸治

「子どものスマホ問題はルール決めで解決します」

　　　　　一般図書

「ひとり社長の最強の集客術」　　　　　今井孝

～新着図書のご紹介～

　　　　　児童図書

「IT担当者のためのテレワーク時代のセキュリ 「ライトニング・メアリ」　　 アンシア・シモンズ

「世界一ひらめく！算数＆数学の大図鑑」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田勝紀                            アンナ・ウェルトマン

「世界を変えた12の時計」 「調べてわかる!日本の川」              佐久間博

　ティ対策」                  　　  橋本和則 「明日香さんは負けない」　　　　　　　 福田隆浩

「一冊でわかるギリシャ史」　　　　長谷川岳男 「シオンの花言葉」                     濱野京子

「がんばりすぎないお仕事復帰BOOK」藤井佐和子 「未来のハッピースクール計画！」       井上林子

「タヌキの土居くん」                   富安陽子

　　　　　　　　　　　　　　　　こいけけいこ 「ふしぎな図書館と魔王グライモン」     廣嶋玲子

「げたばこかいぎ」                   村上しいこ

　　　　　　　　　　　デイヴィッド・ルーニー 「和ろうそくは、つなぐ」               大西暢夫

「口トレ・脚トレで“若返り”!」　　 飯島勝矢 「天の蚕が夢をつむぐ」                 谷本雄治

「挽き肉料理」　　　　　　　　　　　　堤人美 「囲碁・入門から初段まで」             小川誠子

「基本料理のアレンジレシピ」（点字付）

「幸村を討て」　　　　　　　　　　　今村翔吾 「ながみちくんがわからない」           数井美治

「春のこわいもの」　　　　　　　　川上未映子 「のいちごつみ」                   さとうわきこ

「燕は戻ってこない」　　　　　　　　桐野夏生 「ぼくのねこ」                     鈴木のりたけ

「30分ファシリテーション」　　　　　前田鎌利
　　　　　絵　　本

「人生の旅をゆく　4」　　　　　　 吉本ばなな

「堺屋太一著作集」　　　　　　　　　堺屋太一 「はっぴーなっつ」             　　　　荒井良二

　　　★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。

4月の休館日 5月の休館日

日 月 火 水 木 金 土日 月 火 水木 金 土

「図書室のはこぶね」　　　　　　　名取佐和子                             七色Station合同会社

「古本食堂」　　　　　　　　　　　　原田ひ香 「そらいっぱいのこいのぼり」           羽尻利門

「風の港」　　　　　　　　　　　　　村山早紀 「はやくしなさい！」               中川ひろたか

「シャルロットのアルバイト」　　　　近藤史恵 「ナナちゃんとせんいんさん」           高藤純子

「夏の体温」　　　　　　　　　　　瀬尾まいこ 「マロングラッセ」                     だるま森

「人面島」　　　　　　　　　　　　　中山七里 「しんのじょうと七色の土佐和紙」
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メールアドレス tosyo@city.sukumo.lg.jp

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

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

※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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