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こんな昔の本はいかがでしょう？

「わたし」について考えるヒントを
くれる、子どもの本を紹介します

小さかった時、宇宙に、海中に、自分が行けそう
もない所に夢をはせ、そこで繰り広げられる物語
（活劇）に心躍ったりしたものでした。
そんな物語を２、３紹介します。

『わたし』 谷川俊太郎・ぶん 長 新太・え 福音館書店

「銀河パトロール隊」 Ｅ・Ｅ・スミス∥著
１９６６年 東京創元社 （創元推理文庫）
シリーズ物です。
「海底二万里」 Ｊ・ベルヌ∥著 岩波書店、
福音館書店等幾つかの出版社で出しています。
自分には無い能力に憧れるということは少し
でも持ったことはないでしょうか？ 久しぶりに
テレビに登場した原作ものを含めて２点ほど。

「七瀬ふたたび」
筒井 康隆∥著 新潮社

「帝都物語１～１１」
荒俣 宏∥著

角川書店

「わたし」は男の子から見ると女の子、お母さん
から見ると娘で、先生から見ると生徒、犬から見る
と人間、宇宙人から見ると地球人…。ひとりの「わ
たし」は、見る人が違えば様々な存在になる。そん
な客観的な視点が紹介されます。

『ズボンとスカート』
松本敏子・文、写真 西山 晶・絵 福音館書店
ズボンは男の子だけのもの？男の子がスカートは
いたらおかしい？世界をみれば、男性の正装がスカ
ートの地域もあれば、男性も女性もズボンが日常着
の国もあるし、スカートの下にズボンをはく民族も
あります。当然と思っていることが別の地域では常
識ではないことが紹介されています。

『なぞの娘キャロライン』 カニグズバーグ作品集 5

柏の
図書館司書が
お勧めする本！

E.L.カニグズバーグ・作 小島希里・訳 岩波書店
17 年前に誘拐された「姉」が突然も
どってきた！この「姉」の存在が家
族のなかに様々な波紋を作り出し、
親と子、兄妹の関係が変わり始めま
す。家族だからこその関係のシビア
さを、
「姉・キャロライン」の「なぞ」
を絡めて描かれます。

＊ そもそも読 書 週 間 って? ＊
昭和 22 年、終戦の２年後、まだ戦火の傷痕が至るところに残っているとき、「読書の力によっ
て、平和な文化国家を創ろう」と決意をひとつに、出版社、取次会社、書店と公共図書館が力を合
わせ、さらに新聞・放送のマスコミ機関の協力のもとに、第１回「読書週間」が開催されました。
第１回の「読書週間」は 11 月 17 日から 23 日。これは 11 月 16 日から１週間にわたって開
かれるアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」にならったものです。各地で講演会・図書
に関する展示会が開かれ、その反響は大きなものでした。「一週間では惜しい」
との声を受け、現在の 10 月 27 日から 11 月９日（文化の日をはさんで２週
間）となったのは、第２回からです。
それから 60 年が過ぎ、
「読書週間」は国民的行事として定着し、日本は世
界有数の「本を読む国民」の国となりました。その一方、物質生活の豊かさに
比べ精神生活の低迷が問題視されている昨今、論理的思考の基礎となる読書の
重要性は、ますます高まってきています。

リクエストが多い
本はお待たせする
可能性が高いです！
ご理解ください。

にご報告◆どうぞ

図書館予約ベスト 10＊2008.10.20
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248 件
237 件
182 件
169 件

ホームレス中学生／田村 裕∥著
流星の絆／東野 圭吾∥著
ハリー・ポッターと死の秘宝 上／Ｊ．Ｋ．ローリング∥作
ハリー・ポッターと死の秘宝 下／Ｊ．Ｋ．ローリング∥作
おひとりさまの老後／上野 千鶴子∥著
おそろし／宮部 みゆき∥著
夢をかなえるゾウ／水野 敬也∥著
東京島／桐野 夏生∥著
食堂かたつむり／小川 糸∥著
女性の品格／坂東 真理子∥著

トップ 10 内で順位が変わり、６位以下がかなり変動中です！
また、現在２位の「流星の絆」が上昇中です。次回１位なるか!?
イベント…◎ プラネタ…★
おはなし会…本館☺ 北部地区♪
南部地区◆
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11 月 2・3 日は図書館まつりです
4 日…高柳
５日…新富・豊四季台
7 日…南部・永楽台・増尾
8 日…新田原・高柳
11 日…増尾・光ヶ丘・沼南
12 日…豊四季台・新田原・松葉
14 日…根戸
15 日…新田原・布施・根戸
本館は 11/18～12/1 まで休館
18 日…高柳 19 日…豊四季台・新田原
20 日…田中
21 日…南部・高田・西原・藤心・沼南
22 日…新田原 26 日…豊四季台
おはなし会の詳しい日程は、
本館へお問い合せください。
☎ 04-7164-5346

※11 月３日は本館・こども図書館・豊四季台・沼南分館のみ開館しています。

展示コーナー

～女性に対する暴力をなくす運動期間～
11 月 12 日(水)から 25 日(火)は、
『女性に
対する暴力を.なくす運動』期間です。
図書館では、男女共同参画室と協同で、
11 月４日(火)から 16 日(日)まで関係図書
の展示を行います。
ドメスティック・バイオレンスや児童虐待
など、理解を深めるために読んでいただき
たい本です。どうぞご利用ください。

本館蔵書点検の
お知らせ
図書館本館は、蔵書点検のため

１１月１８日（月）～
１２月１日（月）まで休館
になります。
蔵書点検期間中は市内分館を
ご利用ください。本館返却ポ
ストはご利用いただけます。
(視聴覚資料・相互協力資料を除く)

図書館メモ ☆蔵書冊数 939,748 冊（平成 20 年 9 月末現在） ☆登録者数 92,649 人（平成 20 年 9 月末現在）
☆人口 391,943 人

（平成 20 年 10 月 1 日現在）

予約ベスト１０の本は長くお待ちになっていただいています。予約の多い本で読み終わった本が自宅にございましたら、ぜひ図書館にご寄贈ください。

