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★夏ももうすぐ終わりですね★ 
 

例年以上に暑く感じた夏ももうすぐ終わりですね。 

楽しい夏休みが終わってしまったとお嘆きの皆さん、今年は９月にも「シルバーウィーク」

がありますので、どうか気を落とさずに。 

さて、このシルバーウィーク、耳慣れない方もいらっしゃるとは思いますが、最初に大型連

休になったのは、２００９年のこと。２００３年に導入されたハッピーマンデー制度に伴い、

敬老の日が９月の第３月曜日に移されたことによるものです。秋分の日が水曜日だった場合だ

け、土曜日から水曜日の５連休になるんですね。ちなみに、その場合の火曜日は「国民の休日」

となります。これは、１９８５年に制定された「国民の祝日に関する法律（祝日法）」に、「そ

の前日及び翌日が「国民の祝日」である日は、休日とする。」という規定がされているからな

んですね。 

もちろん連休中も図書館は開館しています。皆様のお越しをお待ちしております。 

 

 
 

 

 
 

◇グリーン・グリーン◇ 
一般書 913.6 ア あさの あつこ 【著】 徳間書店 

 

春、県立喜多川農林高等学校に赴任した、新米教師の翠川
みどりかわ

 真
み

緑
ど り

。 

ニックネームは『グリーン・グリーン』。クラスの受け持ちは、1年 2組 園芸・

栽培科。男子 10名、女子 15名、合わせて 25名の生徒たちの担任になった。 

担当教科は国語（現国と古典）。 

今まで、田んぼに入ったことも果実を育てた経験もないのに、農林高校の教師と

いう仕事を希望した真緑。その理由は、なんと一杯のご飯だった・・・。 

失恋したときに食べたご飯が驚くほど美味しく、生きる力を与えてくれた。その

お米が作られた村へ、どうしても行きたくなった。 

教員採用試験をパスし、晴れて志望校への配属が決まった真緑だが、1クラス平

均 3 人も退学者が出てしまうこの高校で、全員を 2 年生に進級させるべく奮闘す

る。 

☆真緑とだけ 意思疎通ができる「しゃべる豚（!?）」も登場します。 

ｂｙ和 

 

 

ＹＡＢＯＯＫ 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%A5%9D%E6%97%A5%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
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◇でんでんむしのかなしみ◇ 

児童書 Ｅス 新美 南吉∥文 新樹社 
 

ある日、でんでんむしは、気がつきました。かなしみは誰でももっているのだ。わた

しばかりではないのだ…。悲しみをこらえ続けるその向こうに、他人を思いやる優しさ

や愛が生まれることを伝える絵本。 

★苦しいときに読むと、救われたような気がする絵本。こどもに何度でも読んであげた

くなる 1冊でもあり、大人も考えさせられる作品です。 

ｂｙドラ 

 

  

 

◇そう書いてあった◇ 

一般書 914.6マ 益田 リミ∥著 ミシマ社 
 

わたしの中の「あの子」が騒ぐ-。大人の国で生きることのもどかしさ、切なさ、美し

さを綴った、魅惑のエッセイ集。『朝日新聞』連載「オトナになった女子たちへ」を加筆、

修正し、書き下ろしを加えて単行本化。 

★「あれっ？これ私のこと？」と思ってしますような内容満載です！ 

著者の日常等が書かれていますが、飾らない人柄に好感が持て、アラフォー女子にぴっ

たりな一冊だと思いました。 

ｂｙポチ 

 

 

 

◇どろきょうりゅう◇           

児童 Ｅイ 中川 ひろたか・鈴木 翼∥作 市居 みか∥絵 世界文化社 
 

恐竜が大好きな男の子てるくんは、砂場で恐竜の卵を作る事にしました。すると中か

ら小さなどろ恐竜があらわれてびっくり！どろ恐竜はみんなの人気者になり、どんどん

大きくなりました。 

ある夏のプールの日、一緒に入ろう！と、みんながどろ恐竜をプールに誘います。てる

くんは、プールに入っちゃだめだ！と止めますが・・・。 

★男の子と、どろだんごで出来た恐竜の心あたたまるお話です。 

                                 ｂｙぷにこ 

 

 

 

◇スプーン王子のぼうけん◇ 
児童 913タ 竹下 文子∥作 こば ようこ∥絵 すずき出版 

   

あるくにに、みんなから「スプーン王子」とよばれる王子様がいました。なぜ、

そう呼ばれているのかというと、王子さまが生まれたときに、妖精から銀のスプー

ンを贈られたのですが、これをにぎらせると、泣き止んだので、「王子様はスプーン

がお好きらしい」というウワサが国じゅうに広がったからでした。やがて、大きく

ななった王子様は、ぼうけんに出かけたのですが…。 

★こばようこさんの挿絵が描かれた楽しい本です。小学校低学年向けです。 

ｂｙ ビクトリア 

＊トム・ソーヤ通信は、毎月、新刊本の中から職員

がおすすめの本を紹介しています。＊ 



新しい CD・DVD が入りました！ 
図書館ではＣＤ・ＤＶＤの貸出もしています。お一人様 2枚まで、2 週間の貸出となります。 

 

★おすすめＣＤ★ 
泉谷しげる ゴールデン ベスト 海援隊 ゴールデン ベスト グレイテスト・ヒッツ 

青森奥南部民謡集 スラヴ曲４６＆７２（全曲） シューマン:交響曲全集 

ブラームス：交響曲全集 宝塚卒業生＜魅惑の歌声＞ おやこ寄席ライブ１～５ 

不滅の映画劇場５０～６０年代編 なつかしの映画音楽劇場７０～ 

80年代編 

ニューサウンズ・イン・ブラス 

２１０４ 

合唱ベスト 中学・高校編 合唱ベスト 小学校編 好きです！心の演歌・歌謡曲 

KISS 40 サイド；トラックス 沖縄民謡 ベスト 

モーツアルト：ピアノ協奏曲第18

番・第 19番 

ベスト・オブ・エヴァンス ABBA４０/４０～ベスト セレ

クション 

ジブリ・ベストストーリーズ JAPONISM 歌姫クロニクル 1985-2000 

 

★おすすめ DVD★ 
豪姫 細雪 JAZZ 爺 MEN 

人生、いろどり 遠き落日 八甲田山 

舟を編む オリバー ブロンテ姉妹 

ニュー・シネマ・パラダイス 未来を生きる君たちへ アマデウス 

グレッグのダメ日記 わが命つきるとも ティム・バートンのコープスブラ

イド 

宇宙兄弟 塔の上のラプンツェル 綾小路きみまろ爆笑！エキサイト

ライブビデオ第 5集 

銀河鉄道の夜 グスコーブドリの伝記 風立ちぬ 

だいじょうぶ 3組 ホビット 竜に襲われた王国 アナと雪の女王 

あらしのよるに１～９ 背伸ばし体操 君に届け 

仮面ライダー×スーパー戦隊×宇

宙刑事 

きっと、うまくいく ムトゥ踊るマハラジャ 

ラ・ワン フル・モンティ バック・トゥ・ザ フューチャー

１～３ 

初恋のきた道 機動戦士ガンダム１～３ 天空の城ラピュタ 

となりのトトロ 火垂るの墓 魔女の宅急便 

おもひでぽろぽろ 紅の豚 海がきこえる 

平成狸合戦ぽんぽこ 耳をすませば もののけ姫 

千と千尋の神隠し ハウルの動く城 ゲド戦記 

 

新図書通信  

先日、久しぶりに雨が降りました。雨が降

って少し涼しくなりました。しかしコンクリ

ートを流した後でした。作業員さんたちは一

生懸命雨水をほうき等を使って流していま

した。厳しい暑さの次は、台風の季節です。

作業が順調に進みますように・・・ 



 

 

 

 

 今年の夏は特別に暑かったですね～！！！ 

 図書館は冷房でとても涼しく、快適な毎日でした。 

 あまりにも暑いので、お風呂に入るときに湯船につからず、シャワー

だけで過ごしていました。 

 ところが、体の芯は冷房で冷えきっていたのです。 

 湯船につかって体の芯を温め、自律神経を整えるべきだったと後で聞

きました・・・ 

 どおりで毎日なんだか体調が悪かったり、風邪をひいていたわけです。 

 今年の秋は残暑が厳しいかもしれませんが、みなさん体調をくずしま

せんように。 

 暑くても湯船につかって体の芯を温めて健康に過ごしましょう！ 

 さて、新図書館の建設は着々と進んでいますが、暑い日が続き、作業

員さんたちが体調をくずさないかとても心配でした。 

 暑くても毎日元気に作業をしてくださり、日々着々と進んでいく様子

を見ていると嬉しくなります^^ 

 早く涼しくなるといいですね・・・ 

 

 

 

 

 

 

 
 

★９月１日（火）は、８月分の月末整理日になり、休館となります。 

★１０月２５日（日）は図書館まつりを開催します。みなさんお誘い合わせのうえ図書館へお出かけ

ください。 

 

９月の代表的な行事 
白露・・・秋の気配が次第に濃くなり、昼夜の寒暖の差が大きく、草木に朝露がつきはじめる頃の節気。 

 

重陽の節句・・・旧暦 9月 9日の節句。 

 

秋分・・・二十四節気の一つで、新暦 9月 23日頃。 

 

秋の社日・・・雑節の一つで、秋分に最も近い戊（つうちのえ）の日。 

日 月 火 水 木 金 土 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5     1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

開 館 時 間 

★火・水・土・日曜日・祝日 ：午前９時３０分～午後５時 

★  木 ・ 金 曜 日  ：午前９時３０分～午後６時 

※月 曜 開 館 の 場 合：午前９時３０分～午後５時 
 

 

２０１５年   ９月           印は休館日です   １０月    


