
　おすすめ歴史小説 　｢日本のバラ｣・｢わたしのバラ庭づくり｣

・知ればもっと読みたくなる 　｢美女と野獣｣・｢すてきなバラ作り｣

　あまり知られていませんが、６月２日は『ローズ

ズの日』。薔薇(ばら)にちなんだ本・物語を集
め

・激動の時代を読む≪幕末・維新期≫

てみました。　メイン展示は｢幕末･維新を読む｣と題して、

展示期間　6月28日(木)まで
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6.2 Happy Rose Day　「ローズの日」

展示期間　6月28日(木)まで
明治150年　幕末・維新を読む

　｢かいけつゾロリなぞのスパイと100本のバラ｣

・幕末・維新期に活躍した人物

という３つのコーナーを設けています。

●メイン展示図書より(抜粋)

　幕末・維新の歴史

　｢図説坂本龍馬｣・｢竜馬がゆく(1～8)｣・｢幕末史｣

　｢天璋院篤姫(上･下)｣・｢ビジュアル幕末1000人｣

　｢すこやか開国物語｣・｢ジョンマン(1～6)」

間にわたって特定の雑誌を図書館に提供して

  雑誌スポンサー募集中!!

　図書館では「雑誌スポンサー」を随時募集

しております。

　雑誌スポンサー制度とは、企業や団体に1年

はゆっくりと本を読んで過ごすのもいいのでは っております。

いただく制度です。その雑誌の最新号表紙に

はスポンサー名を表示させていただき、裏面

　これからは雨の多い季節になります。雨の日 にはチラシを挿入することもできるようにな

な本を探しにぜひお越しください。 したら、図書館までお問い合わせください。

ないでしょうか。そんな時に読むのにピッタリ 　興味のある企業・団体様がいらっしゃいま

さ  く  ら 
図書館だより 



　「砂・泥あそび雨の日あそび
　　水あそびプールあそびアイ
　　デア１０１」

　春から夏にかけて雨の日に遊べるアイデ

アや、水遊び、プール遊びを紹介した一冊

です。

　雨の日にできる折り紙遊びや、子どもた

ちみんなで遊べる集団ゲーム、親子で遊べ

るものなどいろいろな遊びアイデア満載で

す。

　わかりやすいイラストと、ポイント＆ア

ドバイス付きとなっています。

学研プラス

「まんまるだあれ」

いまもりみつひこ　作

(児童) (一般)

「もりのほうせき　ねんきん」 「新選組の料理人」

(児童) (一般)

新井文彦　写真・文 門井慶喜　著

アリス館 阿部直美　著

　丸い形から、どんな生き物が生れてくる

でしょうか？これは、そんな想像力をかき

たててくれる絵本です。

　七つの丸から、七つの生き物が出てきま

す。どんな生き物が出てくるのか、親子で

話しながら読んでみてください。赤・水

色・茶色・緑・紺・ピンク・黄色と、七つ

の丸のそれぞれの色も、とても鮮やかでき

れいです。

(猪俣) (岡村)

ポプラ社 光文社

　「粘菌（ねんきん）ってなんですか!?」

　粘菌とは、アメーバの仲間で単細胞生物

です。生きものであり、一生のうちで姿が

大きく変化します。ネバネバするし、ウン

チもするし、形を変えて移動もします。そ

んな粘菌の神秘的で美しい姿や生態をわか

りやすくまとめた一冊。早速近くの森へ出

かけてみたくなりますよ。

　幕末の京、蛤御門の変で長屋を焼け出さ

れた浪人・菅沼鉢四郎は妻子とはぐれてし

まう。途方にくれる中、ある炊き出しで新

選組の幹部・原田左之介に料理の腕を見込

まれ入隊することに…。気が弱く、戦うこ

とより飯を炊くことの方が大事な鉢四郎

だったが、様々な事件に関わり、激動の時

代に巻き込まれていく。新選組の側から幕

末の動乱を描いた物語。活き活きした登場

人物が魅力の一冊。坂本竜馬も出てきま

す。

(樫田) (山口)

読んでみませんか？ 
 

-新着図書のご案内- 
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　顔を洗おうと寝ぼけたアタマでヘアターバン
を探したが、いつもある場所になく、次の日、
ドライヤーのそばで発見した。昨日もドライ
ヤーを使ったのに気がつかなかった。灯台もと
暗し。ドライヤーを使いながら考えた。身近な
ところにある「もの」は気がつかないものだ。
今までも気がつかない「もの」がたくさんある
のかもしれないから気をつけなくっちゃ。

　４月に東京に出張したのだが、あちこちで見
られる風景に気がついた。空港でお蕎麦屋さん
に入ったらレジで年配の方が若い人にレジの打
ち方を教えていたり。あら、この前も見た光景
だなと思った。あるブティックで、わたしと同
年代くらいの店員の方と今年入社しましたとい
う感じの店員さんとで、お買いものをしながら
おしゃべりしていたら結構楽しく内輪の話もし
て下さったりした。新人さんが言うには、昨日
夜の１１時まで説教されました、とのこと（さ
もありなん、と思ったのは、後日、そのお店に
電話をした時に、その店員さんは、「お元気で
すか」というわたしの言葉に「お元気です」と
答えていたので）。でもその若い店員さんは
ちゃんと商品説明もしてくださったり、店舗情
報もしっかりと頭に入っている様子で私の質問
にきちんと答えてくださり、丁寧に応対をして
くださった。年上の店員さんは「この子がこん
なに楽しく接客しているのを初めて見ました。
ありがとうございます」とわたしに。さすがで
す。「また来るから辞めないでね。がんばっ
て！」とわたし。新人さんは「辞めません辞め
ません。がんばります！また来てください」と
笑顔で見送ってくださったのを懐かしく思い出
す。ウィンドウでひとめぼれしたサンダルと
バッグを買っちゃった。思い出深いイギリスの
ブランドを久しぶりに見たので。

　自分も接客業をしているから人様の接客の仕
方にはずいぶんと勉強になる。ホテルなどで気
持ちの良い接客をしていただくと見習わなく
ちゃと思う。どこのお店に入ってもそうで、応
対があまり良くないお店には足を踏み入れたく
なくなる、よね？
　ひょっとしたらわたしも気がつかないところ
で失礼なことをしているかもしれないと怖い怖
い。

　この前、高知駅から帰りのＪＲ土讃線の中、
車掌さんに切符を見せたら「え？宿毛まで?!」
ととても驚いた顔をされた。いかにも「そんな
遠くまで行くがかい」という顔だったので、
ちょっとイラっとしたわたしはあるホテルのベ
ルボーイさんを思い出した。ウズベキスタン出
身という女性はとてもお上手な日本語で丁寧で
気持ちの良い応対をしてくださった。この年配
の車掌さんにあの方の応対を見せてあげたい。
年配になるほど、もっと勉強せないかんとしみ
じみ思った。

　かくいうわたしも春から新人さんに教えない
といけない立場になってしまった。例えば「あ
りがとう」をまず最初に言わないといけない場
合なのに言わないので説教。言わないとわから
ない場面もあり、これこれこうでああでこうで
…。やれやれ。説教ババア決定です。お客様が
慰めてくださる。「しょうがないですよ。誰か
言うひともいないとね」またお客様に教えてい
ただいた。人生、毎日、勉強ですね。きっとあ
のブティックの年上の店員さんも同じ気持ちだ
ろうな。そう思うと遠く離れた空の下でも同じ
ように働いている方々がいらっしゃると思い励
まされます。

　　　　　「説教ババア」　　　松沢まり子

－ さ く ら 随 筆 － 

初夏の田園 
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は休館日

日

「子どもの着物大全」                似内惠子                                フィリップ・ロイ

～新着図書のご紹介～

　　　　　一般図書 　　　　　児童図書

「コンピュータとは何か?」           中村克彦 「ルルとララのアニバーサリー・サンド」                     

「婚活食堂」                      山口恵以子                        　「つくえはつくえ」　　                五味太郎             　　  　　　　    　　　　　　                            

「元禄お犬姫」                      諸田玲子　　  　　「たなばたのねがいごと」　　　        村中李衣                   

　　　★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。

６月の休館日 ７月の休館日

「昆虫学者はやめられない」            小松貴                                                               「体育館の日曜日 -ペットショップへいくまえに」                       

「つながりの蔵」                  椰月美智子                                        阿部夏丸

「日の出」                     　   佐川光晴 「ふたごのカウボーイ」                                                            　　　　　　　　　　　            

6 7 8 9

土日 月 火 水木 金 土

31
28

1 21 2
13
6 7

148 9
13 14 19

3 4 5

19 20 21 22 23 24 25 26 27

「ママのゆるコツ事典」            渡辺のぞみ                           　                               村上しいこ

「頭に来てもアホとは戦うな!」     田村耕太郎                                    　　　　　　                                               あんびるやすこ

「伊能忠敬」                        星埜由尚                         　　　 「ぼくとベルさん -友だちは発明王-」   　           　　　　　　　　　　　　　　　　　 

「手仕事のはなし」                  阿部直美  「ホイホイとフムフム -たいへんなさんぽ-」                       

 「鏡じかけの夢」       　        秋吉理香子          マージョリー・ワインマン・シャーマット                                                         

「砂の家」                          堂場瞬一                                                         「ゲンちゃんはおサルじゃありません」        

「物流が一番わかる」 　　　　       齋藤正宏　　　　　　　                  「なぜこうなった?あの絶景のひみつ」    増田明代                                                                                             

「あの夏、二人のルカ」     　       誉田哲也                                     フローレンス・スロボドキン                                

「未来」                            湊かなえ       　　　「クマと少年」                        あべ弘士             　　　                  

「紅のアンデッド」                  川瀬七緒    「おうち」  　                    中川ひろたか           

「バルス」                            楡周平   「ようかいしりとり」     　       おくはらゆめ　　　　　　 

「炎の来歴」                      小手鞠るい　　 「あのくもなあに?」 　　　            富安陽子            

「新選組の料理人」         　       門井慶喜 「とびますよ」　　                  内田麟太郎             

「黙過」                            下村敦史 「まんまるだあれ」　　        いまもりみつひこ　                                 

「傍流の記者」                      本城雅人 「はしれはるのゆきうさぎ」          手島圭三郎                            

2116 17 18

「その話は今日はやめておきましょう」井上荒野            

「蕎麦、食べていけ!」   　            江上剛    
　　　　　絵　　本

「爆身」                            大沢在昌                    

「無暁の鈴」                        西條奈加　                                       「ルラルさんのだいくしごと」      いとうひろし　                  

10 11 12
3 4 5

15 16
10 11 12

メールアドレス tosyo@city.sukumo.lg.jp

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

月 火 水 木 金

15 20
22 23

24 25 26 27 28 29 30 29 30
17 18

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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