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出会いと別れ

岸本公民館図書室から

溝 口 図 書 館 から

本のリサイクル市開催のお知らせ

読み聞かせボランティア募集

3月20日（木）〜22日（土）に開催される公民館ま
つりの期間中、
溝口図書館で
「本のリサイクル市」
を開催します。
図書館で廃棄する図書・雑誌のうち、再利用でき
るものを希望される方に無料で差し上げます。
先着順ですので、本がなくなり次第終了となり
ます。
詳しくは、
溝口図書館にお尋ねください。

岸本公民館では、
子どもたちが本に親しめる場を設ける
ことにより、
心豊かに成長してほしいという願いを込め
て、ボランティアによる絵本の読み聞かせ
「おはなしの
もり」を行っています。
毎月八郷小学校・岸本小学校・ふ
たば保育所に出かけ子どもたちと触れあいながら活動
をしています。
現在、
この読みきかせボランティアにご参加いただける
方を募集しています。
絵本や読み聞かせに興味のある方、
一緒にやってみたいという方は、
是非
岸本公民館
（68−3617）
まで、
お気軽にお問い合わせください。

早いもので、2008年に入って、3ヵ月が過ぎようとしています。
3月といえば、出会いと別れの季節。寂しい別れの時期でもありますが、同時に新しい環境や、
たくさんの出会いが待つ、緊張と期待に胸が躍るときではないでしょうか。
今月は、出会いや別れがテーマになっている本を紹介します。

■ 図書館カレンダー

溝口図書館

岸本公民館 図書室

《みんなともだち》

は休館日です

《子ぎつねへレンがのこしたもの》

中川ひろたか/作 村上康成/絵
ひさかたチャイルド
みんないっしょに歌った。
みんないっしょにえをかいた。
ピーマン村の先生たちと8人の
子どもたちが卒園の日を迎え
ます。
人気のピーマン村シリーズの
絵本です。

竹田津実/著
偕成社
キタキツネの子へレンは、道路
わきにうずくまっているところ
を保護されて、獣医の竹田津実
先生のところへ連れてこられま
した。へレンはどうやら目が見
えず耳も聞こえないようです。
ミルクをあたえても、見向きも
しません。しかし先生夫妻の懸
命な介護で、レンはやがて…。

《ぼくとクッキー さよなら またね》

《心に太陽を 唇に歌を》
藤原正彦/著
世界文化社
小学校4年生から卒業するまで
の多感な少年の心を綴った成長
物語です。
社会状況が目まぐるしく変わっ
ていく現代に、子どもたちがい
かに生きていくべきかを熱く語
った一冊です。

かさいまり/作・絵
ひさかたチャイルド
仲良しのクッキーが明日ひっこし
するなんて…。さよならって言っ
てもまた会えた。いつもいつも会
えた。でも今度のさよならはもう
会えない。さよならなんてぼくい
やだよ…。
ぼくはたくさん考えてクッキーに
手紙をかくことにした。大好きな
友達との別れをえがいた絵本です。

清川妙/著
小学館
何かを始めるのに、遅すぎるこ
とはない。53歳で英語学校に通
い、65歳で1人旅を始め、いろ
いろな旅をしてきた著者。旅先
で出会った、たくさんの人々と
の友情。
パワフルで、ユーモラスなイギ
リス旅のエッセイです。

●1●

日本ドリームプロジェクト/編
いろは出版
この本は、北海道から沖縄まで、
全国の中学生が描く47つの夢
を載せたものです。
いろんな笑顔に出会って、そ
れぞれの夢に向けてがんばっ
ている姿が印象的な一冊です。
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新着図書情報

溝口図書館

一 般 書

岸本公民館図書室

一 般 書

◆5年3組リョウタ組

石田 衣良/著

◆夢をかなえるゾウ

水野 敬也/著

◆赤い雲伝説殺人事件

内田 康夫/著

◆阪急電車

有川

◆大変化

伊藤 元重/著

◆雪になる

谷村 志穂/著

◆輝きのかなた世界の名景ベスト50

渋川 育由/編

◆江戸歳時記

宮田

浩/著
昇/著

子どもと楽しむ行事とあそびのえほん

救える「いのち」のために

すとうあさえ/文 のら書店
お正月、
節分、
ひな祭り…。
日本には古代
から伝わるたくさんの行事があります。
四季折々の行事の由来や楽しみ方、
自然
とともにある暮らしｼを、
あたたかく親し
みやすい文と絵で紹介します。
親子で遊べるヒントがいっぱいの絵本です。

山本孝史/著 朝日新聞社
「いのち」を守り続ける、ひとりの国
会議員が進行がんになった時…。
国会の本会議で、自らがん患者であ
ることを告白。がん対策基本法の制
定を訴えた山本孝史氏の、自らの「い
のち」を賭けた、執念のメッセージが
こもった一冊です。

《中学生の夢》

《八十四歳。英語、イギリス、ひとり旅》
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3月

児 童 書

児 童 書
◆へんしんおりがみぐみ

真木 文絵/作

◆山古志村のマリと三匹の子犬たち 桑原眞二 大野一興/著

◆いきものいろいろ

ふくだとしお/さく

◆すきすきちゅー！

イアン・ホワイブラウ/ぶん

◆さとうばあさんチョコじいさん

ジ ジ・ビ ゴ/文

◆まめうしくんのあいうえお

あきやまただし/作・絵

◆どんなにきみがすきだかあててごらん ふゆのおはなし

◆「和」の行事えほん2

高野 紀子/作

サム・マクフラットニイ/文
＊ その他にも新着図書が入っています。
また、新着図書の一覧表を図書館・図書室のカウンターに設置しておりますので、ご利用ください。
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