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今年 成人式を迎える皆さんへ
図書館では、新成人の皆さんにリーフレット「新成人に贈る読書案内」を配布いたします。

「新成人に贈る読書案内」では、大人として歩き始める皆さんに、道しるべとしていただきたい本を多数
紹介しています。本を選ぶ際の参考に、ぜひご覧ください。本はこころのビタミン剤！
★配布場所
： 成人式の受付、図書館本館・各分館カウンター
★展示コーナー ： 図書館本館・各分館にて、紹介している本の展示コーナーを設置しています。
（展示期間は１月６日から２月２８日まで）
貸出や予約も受付しておりますのでご利用ください。
≪本の一部を紹介します。≫
『ゼロからトースターを作ってみた』 トーマス・トウェイツ／著 村井理子／訳

飛鳥新社／刊 《545.88 ﾄ》

このタイトルを目にして、「ゼロから」をどの程度の段階からと思いますか？たいていはネジ、銅線、プラ板な
どの部品を集めて作ると想像されるでしょう。しかしこの著者はトースターの部品を、それこそプリント基板上の
抵抗まで含めて完全に分解し、材質ごとに分類。その主材料である鉄、マイカ（雲母）、プラスチック、銅、ニッ
ケルを自分の力で入手し、部品に加工し、トースターを作るということに取り組みました。
鉄鉱石から鉄を精製する。標高 1,000 メートル近い山で雲母を採取する。プラスチックを作るために原油を手
に入れるべく奔走する、等々。誰もが途中で投げ出しそうな難題に当たっても、著者は大胆な拡大解釈やルール変
更（!!）をしながらどうにかこうにかトースター（?）を作り上げます。
いったいどのようなモノが出来上がるのか、果たしてトーストは焼けるのか、ぜひ読んで
確かめてください。
そして、こんな荒唐無稽なプロジェクトに対してきちんと向き合うオジサンたちが世の中には
いるということも心の片隅に留めておいてくれると嬉しいです。
ま、イギリスの話ですが…。

『１日ひとつだけ、強くなる。 世界一プロ・ゲーマーの勝ち続ける 64 の流儀』
梅原大吾／著
KADOKAWA／刊 ≪798.5 ｳ≫
一度きりの「勝ち」が欲しいのなら運や要領で実現できますが、何度でも勝ち続ける「強さ」
を手に入れるには、一喜一憂しない必要があります。相手より視点を高くし、
負けても自分の視点は変えずに、同じ姿勢で仮説と検証を繰り返す。それが著者の考える
「強さ」への近道でもあり、ゲームや勝負に対する取り組み方、信条です。
大舞台で緊張せずに、勝ち続ける意志力、勝負のかけ方は、ゲームをしない方でも
参考になります。
『２０歳からの人生の考え方』外山滋比古／著

海竜社／刊

≪159.7 ﾄ≫

東大生協で、2014 年度の書籍売上１位になったことで有名な『思考の整理学』の著者であり、
文学博士の外山滋比古氏が、自らの半生を振り返る中で感じたことをまとめた本。
内容は、知識と思考力の関係、失敗の必要性といったやや観念的なものから、
親や友人との距離感について、新聞を面白く読む方法といった実践的なことまで様々。
これから社会人として一歩を踏み出す皆さんに読んで、そして考えて欲しい一冊です。

駐車場が狭いため、公共交通機関
をご利用ください。
無料・申込み
不要

★新着雑誌のご紹介★
本館に新しく加わった雑誌をご紹介します！
ぜひご利用下さい。
♦『ＢｉｋｅＪＩＮ(バイクジン)』
ビギナーからベテランまで魅力にはまる
旅するライダー必見のバイクやルート情報、
お役立ちアイテムなどが満載の一冊。
今、もっとも勢いのあるツーリング・バイク誌です！
♦『自転車日和』
自転車・ギア＆アイテム・サイクリング・
ツーリング・ライフスタイルなど掲載。
男女共に楽しめる内容になっており、
初心者の方にもオススメです。

★春のおはなし会
スペシャル★
日 時 ３月２６日（土） １１：００～１１：３０
場 所 藤沢公民館 ２階洋室 D
内 容 パネルシアター・大型絵本・手遊び など
定員・入場料 ５０名・無料（申込み不要）
問い合わせ 藤沢分館

★古典朗読会★
サ－クル「古典の会」による朗読会です。
古典ならではの美しい音の響きと世界観をお楽しみく
ださい。
演 目 「古事記」など
日 時 月１回・第２日曜日 １４：００～１５：００
場 所 藤沢分館
定員・入場料 １０名程度・無料（申込み不要）
※演目は変更することがあります。

★ウィークエンド・シネマ★
なつかしの名画、見逃したあの映画を、近所の大画面
でお楽しみください。
時 間 １４：００～
場 所 西武分館 ２階 視聴覚室（定員１２０名）
◆１月１６日（土）「WAYA！宇宙一のおせっかい
大作戦」（日）カラー/１０１分
◇２月 ６日（土）「オフサイド・ガールズ」（イラン）
字幕スーパー/カラー/９２分
◆２月２０日（土）「ポテチ」（日）カラー/６８分
◇３月 ５日（土）「トロッコ」（日）カラー/１１6分
◇３月１９日（土）「そして父になる」（日）
カラー/１２１分
※都合により変更または、中止になる場合があります。

★春の子ども映画会★
親子一緒にお散歩がてら、大画面で映画をお楽しみく
ださい。
日 時 ３月２５日（金）１０：３０～
場 所 西武分館 ２階 視聴覚室
作 品 アニメおじゃる丸「銀河がマロを呼んでいる」
（９７分）
定員・入場料 １２０名・無料（申込み不要）
問い合わせ 西武分館

★本の福袋★
特製の袋に、図書館が選んだおすすめの本を入れて貸
出します。
どんな本が入っているかは、袋を開けてのおたのしみ。
どうぞ、すてきな本と出会えますように！
期間 １月６日（水）～１月３１日（日）
＊先着２８袋
（一般向け２０袋、子ども向け８袋）
なくなり次第、終了します。
＊お一人様１袋とします。
＊福袋には、本が２冊入っています。
通常の貸出冊数１０冊を超えない範囲 でご利用
ください。
＊貸出期間は、２週間です。

蔵
図書館にある全ての資料を点検するため、本館及び分館・配本所では下記の期間、休館いたします。
また、移動図書館やまばと号も休止いたします。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。なお、図書館公式ホームページはご利用
いただけます。
（予約はできますが、受け取りは１５日以降になります。）

☆休館日

平成２８年３月７日（月）～３月１４日（月）
※３月７日・１４日（月）は通常の休館日です。
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みみずくの生態にふれながら、野生にかえるまでの様子を優しい色合いで愛らしく描いています。
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実際に 農 場 で動物と暮らしているプロベンセン夫妻の作品です。
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クマくんは、お月さまにたんじょうびのおくりものをしたいと思いました。
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おたんじょうびはいつだろう。何がほしいのかしら。
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つき

おも

やさ

つき

かいわ

こころ

なご

まんげつ

よる

せいじゃく

お月さまを思いやる優しいクマくんとお月さまの会話に 心 が和みます。また、満月の夜の 静 寂
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昔 話 を多く手がける梶山俊夫さんの絵が、ほのぼのとした山の幼稚園のストーリーにぴったり。
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学校に 憧 れるキッコの様子がよく伝わってきます。
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図書館では、子どもたちに本の楽しさを感じてもらうため、絵本･紙芝居の読み聞かせ、手遊び、おりがみ
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申し込みは必要ありません。お気軽にご来 場 ください！

本

館

毎週土曜日 １４：００～１４：３０
毎週日曜日 １４：００～１４：３０
祝日
１４：００～１４：３０

金子分館 毎週木曜日 １５：３０～１６：００
第３木曜日 １１：００～１１：３０
第３土曜日 １４：００～１４：３０

西武分館 毎週水曜日 １１：００～１１：３０
西武分館 第 1・2・4・5 土曜日 １１：００～１１：３０
第３土曜日 １１：００～１１：３０
ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ（昔話や創作ばなしを本を見ないで
おはなしします）

藤沢分館 毎週木曜日 １１：００～１１：３０
第 1・3 土曜日 １１：００～１１：３０

『暴力は絶対だめ！』
アストリッド・リンドグレーン／著

石井

登志子／訳

岩波書店／刊

ラベル《949.84 ﾘ》

「長くつ下のピッピ」の作者アストリッド・リンドグレーンが、１９７８年にドイツ書店協会平和賞の授賞式で
行ったスピーチをまとめたもの。
彼女は、子どもたちが被害を受ける家庭内暴力の問題について、強く訴え、人びとに大きな影響を与えました。
祖国スウェーデンでは、世界で初めて子どもへの体罰を禁止する法律を定めるきっかけにもなったのです。
「子ども
のしつけに暴力は不要」
「暴力は絶対だめ！」という彼女の信念は、子どもと関わるすべての人を希望に導き続けて
います。
様々な経験を基にした児童文学を世に送り出し、人びとを魅了してきたリンドグレーン。
この本は、短いながらも平和に対する深い思いがきっしりとつまった一冊です。
アストリッド・リンドグレーン記念文学賞を受賞した荒井良二が描いている表紙も
じっくりとごらんください。
『戦争は女の顔をしていない』
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ／著

三浦みどり／訳

群像社／刊

ラベル《986 ア》

2015 年のノーベル文学賞をジャーナリストとして初めて受賞した、ベラルーシの作家の処女作がこの本です。
第二次世界大戦に従軍したソ連（当時）の女性たちと関係者に綿密な取材を重ね、固く口を閉ざしていた戦中戦
後の体験談を集めていきました。
そうしないでもいられたはずなのに自ら志願し、ときには年齢を偽ってでも銃を取り戦地へ赴いて行った、主に
当時 10 代だった彼女たちが、スターリングラードなどの激戦地で何を見て何を感じてきたのか。そして終戦後故
郷に帰った後に待ち受けていた生活は…。
ここ入間市で生活する私達の多くは戦争を体験していません。女性が戦争に赴くとなると、
すぐに思い浮かぶのは看護師として赤十字の印を付けてか、ハリウッド映画に出てくるヒロイン
のような姿でしょう。もちろん看護師として従軍した女性の体験談も多く集録されています。
しかし、そこで語られ描き出されているのは想像を遥かに超える過酷な状況です。
「戦場に咲く一輪の花」のような絵空事はありません。
決して楽しい本ではありませんが、ぜひ一読をお薦めします。

『手紙屋

～僕の就職活動を変えた十通の手紙～』 喜多川 泰／著
ディスカヴァー・トゥエンティワン／刊 ラベル《159 キ》
就職活動に出遅れ、将来を思い悩む平凡な大学四年生の「僕」は、とあるカフェで奇妙な広告を見つける。
その名も「手紙屋」
。
「私は、希望される方と“手紙のやりとり”をすることを仕事としています。お送りする手紙は全部で十通。
その十通の手紙で、あなたが人生で実現したいことを実現するお手伝いをさせていただきたいと思います」そ
う書かれていた。手紙のやりとりを通じて、
「僕」は、何のために働くのか、
人生の目的とは何か、成功の人生を送るために大切なことを学んでゆく。
これから就職活動を始める方はもちろん、転職を考えている方、夢を叶えたい方、
社会に出て働いている方も、お手に取ってみてください。自分を見つめ直すきっかけに
なるかもしれません。

～いつもご愛読いただきありがとうございます～
『図書館だより』は、年４回（７月→１０月→１月→４月）発行しております。
毎号読んでくださった皆様に粗品を進呈しております。
（品物は雑誌等の付録です。
）

応募券
Ｈ28. 1
貼付

ご希望の方は『図書館だより』各号の最終ページにある応募券を切り取り、７月号の台紙に貼り、図書
館カウンター（本館・分館）へお持ちください。応募多数の場合には、抽選とさせていただきます。当
選された方には別途通知させていただきます。※ お一人様１枚限りのご応募とさせていただきます。
※ また、小学生未満のお子様名義によるご応募も受け付け出来ません。※ お客様の個人情報はこのキ
ャンペーンのみに利用し、他の目的には一切利用しません。

