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「マスカレード・ゲーム」 東野圭吾著
集英社／解決の糸口すらつかめない3
つの殺人事件。共通点は、被害者がみ
な過去に人を死なせた者であること
だった。被害者たちを憎む遺族らがホ
テル・コルテシア東京に宿泊することが
判明し、新田浩介は再び潜入捜査を開
始する-。*Fヒ

「生皮」 井上荒野著 朝日新聞出版
社／小説講座の人気講師がセクハラ
で告発された。家族たちは事件をい
かに受け止めるのか? 被害者の傷は
癒えることがあるのか? ハラスメン
トが醸成される空気を重層的に活写
する。*Ｆイ

「『本当の自分』がわかる心理学 すべ
ての悩みを解決する鍵は自分の中にあ
る」 ｼｭﾃﾌｧﾆｰ・ｼｭﾀｰﾙ著 PHP研究所／
「今の自分」を生み出したのは“子ども時
代の経験”。ドイツNo.1心理学者が、心の
奥底の「無意識のトリガー」にまでアプ
ローチし、「思考・行動パターン」をリセッ
トして人生を変える方法を伝授する。
*146シ

「きれいに作れる帽子 あらゆるカー
ブ縫いをマスター」 赤峰 清香著 主
婦と生活社／山ガールスタイルのバ
ケットハット、2wayタイプのキャプ
リーヌ、メンズライクなカンカン帽、アウ
トドアスタイルの6枚はぎクロッシェ…。
10デザイン全20作品の帽子の作り方
を紹介します。*594ア

「80歳の壁」 和田秀樹著幻冬舎／
食べたいものを食べる、血圧・血糖
値は下げなくていい、ガンは切らな
い、おむつを味方にする…。80歳か
らの人生、「生老病死」の大きな壁を
越えていくヒントを紹介する。*159
ワ

「プロが教える親子キャンプ読本 アウ

トドアで子どもの感性を楽しく伸ばす」

長谷部雅一著 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ／ファ

ミリーキャンプをこれから始めたい人に

向けて、自然の中で楽しいひと時を作る

アイデアとノウハウを紹介。子どもにキャ

ンプを教えるための心得、もしものケガ

や病気の対処法なども掲載。＊786ハ

「話すことを 話す きちんと声を上げ
るために」 キム ハナ著 CCCﾒﾃﾞｨｱﾊ
ｳｽ／間の技術、講演で緊張しない方法、
沈黙…。韓国の敏腕コピーライターが、
日常の会話や講演、配信、インタビュー
などあらゆる場面で人と話して見つけ
た、小手先のテクニックや話術とはひ
と味違う「話し方の技術」について綴る。
＊720ハ

「おうちでできる世界のおそうざい」
荻野恭子著 河出書房新社／タイのヤ
ムウンセン、トルコのケバブ、インドのビ
リヤニ、イスラエルのシャクシュカ…。世
界を巡り、食文化の研究を続ける「旅す
る料理家」が、92品の世界のおそうざ
いレシピを紹介する。＊596オ

「目で見ることばで話をさせて」 アン・
クレア・レゾット著 岩波書店／11歳の
少女メアリーは、島のだれとでも手話で
話し、いきいきと暮らしている。ある日傲
慢な科学者に誘拐され、ことばと自由を
奪われて…。かつてだれもが手話で話し
たという実在の島を舞台にした歴史フィ
クション。＊933レ

「マイクロスパイ・アンサンブル」 伊坂
幸太郎著 幻冬舎／失恋したばかりの社
会人と、元いじめられっ子のスパイ。知ら
ないうちに誰かを助けていたり、誰かに
助けられたり…。ふたりの仕事が交錯す
る現代版おとぎ話。猪苗代湖の音楽フェ
スで配布した連作短編に書き下ろしを加
え書籍化。*Fイ

「東欧・旧ソ連の国々」 池上彰著 小
学館／周囲の国々を衛星国としたソ連
のトラウマとは? ロシアの脅威に身構
えるバルト三国の悩みとは? 池上彰が、
旧ソ連の国々や東欧諸国を徹底解説
する。東京都立青山高等学校で行った
授業をもとに書籍化。＊302イ

「今日を楽しく生きる」 瀬戸内寂聴著
祥伝社／明日は何が起こるかわから
ないのだから、そこに美しいもの、愉
快なものが待ち受けていると思う方
が、今夜の眠りは安らかである-。瀬
戸内寂聴が編集長を務めた『寂庵だ
より』1998〜2007年の随想をまと
める。*914セ

https://www.amazon.co.jp/%E7%94%9F%E7%9A%AE-%E3%81%82%E3%82%8B%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E5%85%89%E6%99%AF-%E4%BA%95%E4%B8%8A-%E8%8D%92%E9%87%8E/dp/4022518162/ref=sr_1_1?crid=3JT9CUXNSU0PS&keywords=%E7%94%9F%E7%9A%AE+%E4%BA%95%E4%B8%8A%E8%8D%92%E9%87%8E&qid=1652259756&sprefix=%E7%94%9F%E7%9A%AE%2Caps%2C372&sr=8-1
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【下條村立図書館 １５８号 ２０２２年５月１５日発行】 

 自然豊かな下條村では、さまざまな野鳥の声を聴くことができます。5 月 10 日から 16日まで

はバードウィーク(愛鳥週間)。野鳥たちが最も活動するこの時期に、毎年「伊那谷自然友の会」

の探鳥会が各地で開かれます。今年初めて「夏鳥と里山の自然 下條村を歩こう」というテーマ

で観察会が開催されました。知ること、感じることで、いつもの道が違って見えてきそうです。 

 

 

 

 

 

小さい子どもとお母さんが平日集まる「つどいの

広場」（子育て支援センターすくすく）で、出前図書館

【おでかけ文庫】が始まりました。４月から、毎月第２

火曜日の１０時３０分から１１時３０分（予定）まで、

司書のおすすめ本をつどいの広場の本棚コーナー

近くに設置し、司書が本についての質問などにも

お答えしています。（おでかけ文庫は、午後３時まで

設置しています）。 

この日も午前１０時を過ぎると、お母さんと赤ちゃ

ん（0～３歳）が、だんだんと集まってきました。大きなすべり台や、ダンボールハウス、さまざまな木のお

もちゃなどで遊ぶ子どもたちを見守りながら、お母さんたちは情報交換(*^^*)。子育て支援員の先生や

先輩ママさんから話を聞いたり、初めて出会ったご家族同士で意気投合することもあり、乳幼児親子の

交流の場になっています。１１時３０分を過ぎると、皆でおもちゃをお

片付けして絵本タイム。生嶋利子先生が、今日の絵本『かおかおどん

なかお』（柳原良平作/こぐま社）を読み始めると、子どもたちは一心

に聞き入っていました。 わらべうたで親も子も全員が楽しみ、満面の

笑顔で午前の部が終了しました       
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「つどいの広場 おでかけ文庫」のようす。本の数

は少ないけれど、“司書のおすすめ”本が厳選さ

れて並びます！リクエストも受付けます。 

つどいの広場午前中の締めくくりに、絵本を読む生嶋

先生と、集中して見入る親子（６組）のみなさん。 
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つどいの広場には２つの絵本棚が

あり図書館の本を貸出しています。 
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借りたい資料(本・ＤＶＤ等)を自分で貸出できるようになりました！ 

【利用方法】 

① 利用者カードのバーコードをなぞる 

② 借りたい本などの図書館資料№バーコードをなぞる 

 （本・雑誌・紙芝居は 10冊、ＤＶＤ等は 1本まで） 

③ タッチパネルの貸出を指で押す 

④ レシートが出る 

【注意点】こんな方はカウンターへ 

◼ 利用者カードがない（電話番号で借りたい） 

◼ 貸出期限切れ（延滞）、予約などがある 

◼ 返却をしたい 

◼ 団体貸出を利用したい 

◼ 読書手帳用シールを印刷したい 

＊バーコードリーダーは、固定してありますので、

写真のように本のバーコードを光にあてるだけで、「ピッ」と読み取ってくれます!(^^)! 

 

セルフ貸出機は、画面を 1 回さわるだけで

（接触なしで）貸出が完了します。感染症対策

に、図書除菌機と合わせて、ご利用ください。 

木のボールや、四角

柱、円柱、ひょうたん

型ボールが転がる

木のおもちゃに子ど

もたちは興味津々。 

小さい人と、大

きい人に分かれ

限定 12 人が素

敵な作品を作り

ました。最後に、

先生と記念写真

を撮りました。 



順位 地区名 ※（冊） 利用数（冊） 順位 地区名 ※（冊） 利用数（冊）

1位（6位） 長原 19.66 1,534 18位（11位） 手塚原 8.01 561

2位（4位） 粒一北 16.57 1,508 19位（16位） 入野 7.64 680

3位（7位） 北又 14.97 5,165 20位（14位） 小松原 6.85 1,562

4位（20位） 吉岡 14.67 851 21位（22位） 山一東 6.83 861

5位（2位） 上野原 14.32 1,676 22位（21位） 相田 6.64 518

6位（15位） 山一西 12.87 1,699 23位（27位） 新中原 6.16 561

7位（3位） 休戸 12.84 1,477 24位（17位） 桃立 5.42 206

8位（13位） 粒三 12.35 1,816 25位（29位） 菅野 5.19 348

9位（9位） 合上 12.18 2,205 26位（24位） 鎮西 5.08 427

10位（12位） 粒一南 11.58 938 27位（33位） 仁王関 4.34 152

11位（18位） 原平 11.39 1,105 28位（28位） 中平 4.04 356

12位（1位） 中原 10.70 535 29位（25位） 新田 3.17 279

13位（8位） 山二 10.59 1,303 30位（31位） 合南 2.35 224

14位（10位） 新井 10.52 1,137 31位（23位） 大久保 2.13 81

15位（26位） 中島 10.03 301 32位（34位） 明地原 1.05 78

16位（5位） 北平 10.02 1,443 33位（30位） 粒二 0.66 26

17位（19位） 阿知原 8.05 1,546 34位（32位） 西部 0.59 46

①表中の※印の欄の数字は、地区別人口一人当り貸出冊数で、令和３(2021)年度地区別
利用冊数（陽皐郵便局・いきいき文庫・ミニふれあいサロン・みんなの家下條・つどい
の広場等の貸出含む）を2022年3月末現在の地区別人口で割ったものです。②この表は村
内各地域の利用状況(個人貸出)を見るためのものでそれ以外のデータは計上してありま
せん。③各地区の人口一人当り貸出冊数は、少数点第2位までとしました。

令和３(2021)年度

令和３(2021)年度の図書館の利用統計がまとまり、例年どおり人口一人当りの
地区別利用状況が算出されました。（　　）内は前年度順位です。

子どもの年齢により、楽

しめる絵本はちがいます。

各年齢のおすすめ絵本

コーナーを作りました。
☆０～１歳くらい

☆１～２歳くらい
☆２～３歳くらい

☆年少（３～４歳）くらい

☆年中（４～５歳）くらい

☆年長（５～６歳）くらい

詳しくはカウンターまで
年少～年長以上０～３歳くらい


