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★読書の秋です★ 
青空が高く透き通り、草木が色づく美しい季節になりました。 

秋といえば「読書の秋」、「食欲の秋」、「スポーツの秋」また「実りの秋」です。 

図書館職員の私にとってはやはり「読書の秋」と感じる季節です。 

今月は図書館まつりがあります。このレトロな図書館で開催する図書館まつりも今年で最後

です。みなさんぜひおこしください！そしてお気に入りの一冊を探してみませんか？ 

  

さて、10月にはハロウィンという行事があるのをご存知でしょうか？ 

 主に英語圏で行われる伝統行事で、カトリック諸聖人の日の前日にあたる 10月 31日の晩に

行われる前夜祭と言われています。 

 ヨーロッパやアメリカではカボチャをくり抜き、その中に蝋燭をたてたジャック・オー・ラ

ンタンを作ります。子どもたちは魔女やお化けに仮装して「Trick or treat（お菓子をくれな

いといたずらするぞ）」と言いながら近所の家を訪ねて回り、賑やかにパーティーを開きます。 

 日本でもこの行事は子どもたちを中心に広まりつつあります。 

 私が子どもの頃にはなかった行事なので、今の子どもたちが羨ましいです・・・ 

 
 

・：*☆ＹＡＢＯＯＫご紹介☆*：・ 
 

『あっちの豚こっちの豚』           
 児童書 913.6サ  佐野 洋子/作・絵  小学館  

            

林の入り口にある豚小屋で気ままな生活を謳歌していた豚。ある

日、他の動物たちが林を切り倒して家を建てると、豚もそこに移住

させられ、服を着たサラリーマンに変身させられてしまい…。 

初版本は佐野洋子作、広瀬弦（息子）絵の絵本を今回は絵を佐野

洋子にしての復刻版。 

☆それぞれの幸せ。自分の幸せは人に決めてもらうものではなく、

自分自身で決める。幸せってなんだと考えさせられる本です。あ

とがきで広瀬弦さん（息子さん）が当時の事などを振り返ってい

て、そこにも注目です。  

 

【著者紹介】佐野 洋子 絵本作家。代表作 に『１００万回生きたねこ』 があります。 

 

ｂｙドラ 
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◇おばあさんのしんぶん◇ 
児童書 Eマ 松本 春野∥文・絵 岩國 哲人∥原作 講談社 

 
激しい戦争がやっと終わりました。長男の てつお は まだ５年生でしたが、３人の子

供を育てている母親を助けるため、畑仕事や家の手伝いをする毎日でした。 

どうしても新聞が読みたい てつお は、新聞配達の仕事もすることにしました。そして

夕方になると、配達先のおじいさん・おばあさんの家へ行き、読み終えた新聞を読ませて

もらうのでした。時が流れ ２人が亡くなってしまうと、ある事実が分かって・・・。 

 ｂｙ和 

 

  

 

◇目の見えない子ねこ、どろっぷ◇ 

児童書 K913.6サ 沢田 俊子∥著 田中 六大∥絵 講談社 
 

つぐみの家に迷い込んできた子ねこは、病気で、目がつぶれかかっていました。子ね

こを助けるためには、手術で目玉をとらなければならなくて…。 

実話をもとに描く、目が見えない子ねこと、女の子の物語。 

★どちらかというと消極的な主人公つぐみが、どろっぷの世話をすることによって少し

ずつ成長する姿に勇気をもらいました。 

ｂｙポチ 

 

 

 

◇短時間で作れる！焼かないケーキ◇           

一般書 596モ 森崎 繭香∥著 
 

お菓子を作りたい！と思っても、時間がかかるうえに準備や後片づけも大変ですよね。

この本は、お菓子作りで一番手間のかかる“生地を作って焼く”という工程を省いた、

とても簡単なレシピがたくさん紹介されています。ご家庭にある道具で作れて、さらに

オーブンいらず。初心者さんも、面倒くさがりやさんも、誰でもおいしく作る事ができ

ます。 

★オーブンや火を使わないので、お子様とのお菓子作りにもオススメです！ 

                                          ｂｙぷにこ 

 

 

 

◇まいごになったねこのタビー◇ 
児童書 Eメ Ｃ.ロジャー・メイダー∥作・絵 齋藤絵里子∥訳 徳間書店 

  
ねこのタビーは、ふわふわスリッパのおばあさんと暮らしていました。ある日、おば

あさんは引っ越しをする事になりました。引っ越しの日おばあさんは、タビーの事を忘

れてトラックに乗ってしまい、タビーは取り残されてしまいました。 

タビーはあわててトラックを追いかけますが、追いつきません。そのうえ、森の中で迷

子になってしまいました。タビーはいったいどうなってしまうのか？タビーの冒険のは

じまり・・・。 

★おばあさんにあえますように・・・。 

ｂｙチッピー 

 

＊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。＊ 



◇もしもあの動物と暮らしたら！？◇ 

一般書 480コ 小菅正夫∥著 新星出版社 
 

一般家庭でライオンは飼えると思いますか？ 

 

正解は・・・飼えます！！ 

 

かの有名な旭山動物園の前園長が、ゾウ、キリン、カピバラなど、あの
．．

動物の自宅での飼

育方法について懇切丁寧に教えてくれます。（ちなみにゾウは個人での飼育不可。） 

 

ちなみにライオンを飼うには、施設や管理方法など綿密な飼育計画を立て、都道府県の担当課の許可を得

たうえで専門業者から購入する必要があるそうです。 

 

実際にこれらの動物を飼育する人はあまりいないでしょうが、もしもライオンと暮らしたら・・・と想像

しながら読んでみるのも楽しいかもしれません。 

ｂｙシロ 

 

 

 

◇ひんやりと、甘味◇ 
一般書 914.6ア 阿川 佐和子∥著 河出書房新社 

 

ここに、涼あります-。冷たいスイーツにまつわる随筆集。阿川佐和子、池波正太郎、色

川武大、立川談志、戸川幸夫、松井今朝子、丸谷才一、吉村昭らによる全 41篇を収録する。 

★私が子どもの頃の冷たいスイーツの思い出は、祖母が作ってくれた粉を水で溶いて作

るゼリーとシャーベットです。他には冷たくはありませんが、蒸しパンやマーガリンで作

ったクッキー、キャラクター型にして焼いたトースト等です。この本を読んで思い出しま

した。 

大人になってから、今でももう一度食べたい冷たいスイーツは、イタリアで食べた濃厚なジェラート、大

量に盛られた韓国のパッピンス（カキ氷）でしょうか・・・ 

冷たいスイーツ、大人も子どもも大好きですね！ 

みなさんの思い出の冷たいスイーツ、大好きなスイーツは何ですか？ 

おいしさがたくさん詰まった本、ぜひ読んでみてください！ 

ｂｙポチ 

 

 

図書館まつりを開催します 
 

日時：１０月２５日(日) 午前９時３０分～午後４時 

 

場所：市立図書館 

 

内容：★リサイクル本市（午前９時３０分～午後４時） 寄贈本、除籍本などを一人 10 冊ま

で無料で差し上げます。（なくなり次第終了。袋などは持参してください） 

   ★一日図書館員 市内の小学生が図書館の仕事を体験します。 

   ★図書館クイズ 本に関するクイズを出題します。図書館の本を使って答えを探してい

ただきます。 

   ★手づくりカード 楽しいカードを作ります。小さなお子さんも参加できます。 

   ★ブックコート お気に入りの本にカバーをかけます。先着 20 人、お一人 1 冊です。

職員がお手伝いいたします。 

   ★ぽっぽのおはなし会 午前１０時から幼児対象の楽しいおはなし会です。 



 

 

 

 

 

新図書館の建設は順調に進んでいます。 

今までは図書館 3 階の窓から建設の様子がよく見えていたのですが、最近は窓の外がすぐ建設のための足

場になってしまい、ちょっと見通しが悪いです。図書館のホームページで不定期更新中の「新図書館通信」

に載せる写真を撮るために、屋上まで上がらなくてはならなくなってしまいました。 

 

しかし、改めて上から見てみると、新図書館はほんとうに広いです。2 階建てですが、広さは 3 階建ての

現図書館の 2 倍になる予定です。開館に合わせて蔵書数も大幅に増やす予定ですので、職員としてはもちろ

ん、一図書館利用者としても新図書館の完成・開館が待ち遠しいところです。 

 

新図書館では、IC タグを利用した自動貸出機など、最先端のシステムを導入する予定です。12 万冊以上

の蔵書の引っ越しなども含め、開館までに数か月ほど休館をさせていただきます。皆様にはご迷惑をおかけ

しますが、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
★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。 

★１０月は、ぽっぽのおはなし会が、２５日（日）と２８日（水）の２回行われます。（午前１０時～） 

★１０月１２日（月）体育の日は、開館いたします。翌日１３日（火）が休館日となります。 

 

１０月の代表的な行事 
寒露・・・朝夕の冷気で露が凍るほど寒くなりはじめる頃の節気。 

 

霜降・・・霜が降りはじめる頃の節気。 

 

秋の土用・・・雑節の一つで、立冬前のおよそ 18日間。 

 

えびす講・・・商売・豊穣の神様であるえびす様を祀る民間行事。 

日 月 火 水 木 金 土 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31  29 30      

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  １０月           印は休館日です  １１月    


