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英語の本を楽しもう！

YOMU YOMU
ENGLISH

太宰治没後７０年

Ｒ資料郷土資料

子ども用案内板とイベント報告

秋におすすめのＣＤ・ＤＶＤ

Enjoy English
相模大野図書館では、〝英語を楽しむ″をコンセプトに、3 階一般書フロア・4 階子どもの本のフロアをつなぐ
よ

む

よ む

YOMU

YOMU

イングリッシュ

ENGLISH プロジェクトを立ち上げました。子どもから大人まで、どなたでも、

どのコーナーもご利用いただけます。図書館だからこそできる英語の楽しみ方をご案内いたします。

最近話題の「多読」。
とにかくたくさんの本を読むことですが、
自分で全部を購入して読むのはなかなか大変……。
そんな時は図書館です。どんどん借りてください。
相模大野図書館は皆さんの多読ライフを応援します！

2018 年 9 月 14 日（金）の
読売新聞の教育ルネサンスに

真っ赤なりんごの「よむよむちゃん」は
YOMU YOMU ENGLISH の
マスコットキャラクターです。
各コーナーに目印として登場しています。
探してみて下さい❤

多読コーナーが紹介されました。
広報さがみはら 10 月 15 日号の
表紙にも掲載されました。

表紙のりんごの中に、「TADOKU」とは違う文字が
かくれているよ。どこかな？
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First step

Friendly

4F

えいごえほん
エリック・カール、レオ・レオニ、パット・

えいごにしたしむほんＮ
児童書ちしきの分類 83 の棚に英語に親しめる本

ハッチンスなど、人気の英語の絵本や、長く読み

を集めました。子ども向けの英単語の本やことわ

継がれている絵本を集めました。英語に翻訳され

ざ、中学英語を使って日本の文化を紹介する本、

た「ぐりとぐら」「ばばばあちゃん」「だるまちゃ

また英語の歌の本などがあります。子どもの本は

ん」シリーズもあり、親子で楽しむことができま

とてもわかりやすく書かれているので初心者には

す。慣れ親しんだお話や絵本からスタートするの

ピッタリです。英語に興味を持ったら、まずはこ

もオススメです！

ちらの本を、手に取ってみてください。

世界的絵本作家の夢の競演！
『どこへいくの？ともだちにあいに！』
いわむら かずお／著
エリック・カール／著 童心社 2001

写真が多くてわかりやすい
『ようこそ日本へ！写真英語ずかん』シリーズ
大門 久美子／編 汐文社
2016 J83

GE3

右から読むと日本語、左
から読むと英語。そして
真ん中のページで……。
やさしい英語の楽しい
絵本です。

3F
洋書コーナーの一部を「多読コー
ナー」としてリニューアルしました。
辞書を引かなくても楽しめる本をた
くさん読む。これなら私にもできる
かな？と思う方もいるのではないで
しょうか。多読コーナーの本は英文
を読む力を数値化した、レクサイル
指数ごとにシールで色分けしてあり
ます。自分にピッタリの洋書を見つ
けてみませんか？

「rice ball」はおにぎり、
では「sushi pocket」は何で
しょうか？答えは 3 巻に！

Step up

たどくコーナー
こんなシリーズの本があります
『Magic Tree House』シリーズ
日本の子どもたちにも人気の「マジックツリーハウス」の
原書。イラストが多く、わかりやすい説明つきなので読み
進めることができます。
『I can Read』シリーズ
英語圏の子ども用に作られた Leveled Readers（レベル分
けした読みもの）です。はじめの一歩はこの本からどうぞ。
Comics
人気のマンガ「ドラえもん」や「ワンピース」
など。ストーリーがわかっていれば、ぐんぐん
読めるかも？
「Ｄｏｒａｅｍｏｎ」シリーズ
藤子 不二雄Ｆ／著 小学館 2002
TDG3-72

※背ラベルにシールがないものは、レクサイル指数が
スコア化されていないものです。

多読とは……
辞書を引かなくても読めるやさしい英語の
本から読み始め、少しずつレベルアップし
ながらたくさんの本を読むことで英語を身
につける方法です。

多読についてもっと知りたい方には
『英語は多読が一番！』
クリストファー・ベルトン／著
渡辺 順子／訳 筑摩書房 2008
YA837

多読三原則
① 辞書を引かない
② わからないところは飛ばす
③ つまらなくなったらやめる

英語を読むコツや、探偵ものならこんな
単語がでてくる等、本を読んだ後は多読
にチャレンジしてみたくなる一冊。
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太宰 治

没後７０年
共産主義の非合法活動に、二度の心中未遂。薬物中毒、

玉川上水での入水自殺とセンセーショナルな生涯を
送った太宰治。彼の私生活を連想させるような『斜陽』
や『人間失格』などで広く知られていますが、昔話を題
材にして書かれた『お伽草紙』も代表作の一つです。
戦時中、防空壕の中で昔話を子どもに読んでやりなが
ら、太宰の胸中に醸しだされた別の物語。ここでとりあ
げられている「瘤取り」「浦島さん」「カチカチ山」「舌
切雀」は話の筋は同じでも、私たちが馴染んでいる昔話
とは一味違います。注目すべきは登場人物に対する深い
心理洞察です。
「惚れたが悪いか。」最後にこう言い残し
て死んでいくカチカチ山の狸。どれも太宰の人間の心を

『お伽草紙』
太宰 治／著 新潮社 1986

『太宰治』
別冊太陽 日本のこころ 159
平凡社 2009
910.268/ダザイ

BF

みつめる鋭さを感じさせる作品です。

『太宰治の手紙』
東郷 克美／著 大修館書店
2009
910.268/ダザイ

『津軽･斜陽の家』
鎌田 慧／著 祥伝社
2000
910.268/ダザイ

多くの書簡を残している太宰。なかでも

津軽の津島家｡古着商から身を起こ

た本。気軽に太宰治を知りたい人にも 有名な芥川賞にまつわる佐藤春夫、川端

し､本書で｢地主貴族｣と称される太

お勧めです｡太宰の愛用品をはじめ、 康成宛の手紙をはじめ、30 通の書簡が

宰の生家とはどのような存在だった

自筆の絵や書、写真などヴィジュアル わかりやすく解説されています。小説と

のか？津軽の農村の歴史も織り交ぜ

太宰治の生誕 100 年記念に出版され

が充実。見どころ満載です。

は違う、生身の太宰治が迫ってきます。 て書かれたノンフィクション｡

相模大野図書館の本は、『日本十進分類法』に従って並んでいま

またその中で、参考資料（R）、郷土資料（Ｋ）、文庫（BF）や新

す。『日本十進分類法』とは、本を内容別に整理する為の方法で

書（S）、旅行ガイド（T）、児童書（J）などは分類記号の前に

す。まず 0～9 の大まかな区分に分け、その 10 区分をさらに細か

別置記号を付し、探しやすくしています。他にも、小説（Ｆ）、雑

く分けることによって、わかりやすく配置することができます。

誌（Z）、絵本（E）、洋画ＤＶＤ（ＤW）、などの表記もあります。
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なかなか手に取りにくい“調べもの”のための
資料＝通称“Ｒ（レファレンス）資料”
ここではレファレンスのスペシャリストが
とっておきの資料を皆様にご紹介します

たまにはゆっくり星を仰いで
『日本の星名事典』
北尾

浩一／著

原書房

2018

R443

むかし、人々は星を仰いで時や季節や方角を知り、農耕、漁など
の目安にもしました。この本は、そういった日本全国の暮らしの中
で伝えられてきた星名伝承を 40 年にわたり収集し、まとめたもの
す

です。たとえば「スバル」
（プレアデス星団）は「統ばる」
「一つに集まっている」という意味からはじまり、
「スマル」「スワル」「ムツラ」「ウンズラ」など同じ星でも地方によって呼び名があります。暮らしと深く
かかわり、親しみをこめて呼ばれた星名や、時代と共に失われつつある伝承を、このような形でまとめ残す
こと。それは現代の私たちにとって、よりよく生き、暮らすことの一助になるのかもしれません。

これは、開港したばかりの横浜外国人居留地にやって

幕末の横浜でオランダ商人が
見たものとは……

第２５回

ささ

きた、オランダ商人の 1 年半の滞在記です。著者のデ・
コーニングは、オランダ貿易会社に勤め、後に独立して
貿易商として来日しました。
時代は、日米通商条約によって開国されたばかりの幕
末。著者は、横浜に滞在する外国人を「大多数は西洋文
明の面汚しで、下劣に腐った白人種のクズ」と呼び、
「日
本人が外国人に憎しみをいだくのは無理もなかった」と
書いています。外国人の身の安全が決して確保されない
へ ん ぴ

時代。最初の住まいの辺鄙な農家では、あなたの商品は
安全だが、身体はそうではないと告げられて、おおいに
動揺する著者。風雲急を告げる激動の横浜で、次々と襲

『 幕末横浜オランダ商人見聞録』

いかかる災難を、ユーモラスをまじえて活き活きと書い
C・T・アッセンデルフト・デ・

ています。
「生麦事件」（1862 年）直前の、外国人の目から見た
外国人居留地の様子がわかる貴重な資料といえます。
『西郷どん』の時代を、視点をかえて読んでみてはい
かがでしょうか。
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コーニング／著

東郷

えりか／訳

河出書房新社
2018

K0-21

相模大野図書館は、
“一般書（大人向け図書）フロア”と“こどもの本のフロア”に分かれています。
“こどもの本のフロア”ってどんな所？という方もいらっしゃるかもしれません。そこで、こちらのページでは、
“こどもの
本のフロア”に関する事や児童対象のイベントの紹介・報告をしていきます。少しでも身近に感じていただけると嬉しいです。

こどもの本のフロアの入り口にある
案内板を見たことがありますか？
その月のおすすめの本が一目でわか
り、本を選ぶときの強い味方です！
毎月発行の「チャイルズタイムス」。テーマに沿った本をいろい
ろな角度からご紹介。ピン！と来る本に出会えるはず!?
毎月１人の作家をとりあげています。
「あの作家さんが、こんな本を……」ナンテ、新たな発見があ
るかも。
その月の季節や行事から本を紹介します。
季節はもう秋。
「スポーツの秋」
「食欲の秋」
「芸術の秋」、まずは
スポーツに限らず“からだをうごかす本”を準備体操のつもりで
ご紹介！
図書館では、毎週土曜日に新しい本を出しています。
まだまだ新しい本がこの棚にあります。
こどもの本のフロアに入って、すぐ右の壁ではおはなし会の日程
のご案内と共に、季節感あふれる装飾がお迎えしています。
装飾のテーマに合わせて、いろいろな分類の本を並べています。

『だるまさんが』
かがくい
2008

プログラム
①大型絵本「だるまさんが」
②パネルクイズ「ポケットクイズマン」
③大型紙芝居「みんなでぽん！」
④エプロンシアター「ねずみのよめいり」
⑤絵本「ぺんぎんたいそう」
⑥工作 うちわ

ひろし／さく ブロンズ新社

Ｅ

開催 平成 30 年 8 月 22 日（水）
午前 10 時 30 分～

槙／さく

2016

Ｅ

福音館書店

おはなし会。今年も大型紙芝居やエプロン
シアターなど、いつもとはちょっと違うお
はなし会になりました。絵本にあわせた

会場 4 階 おはなしのへや

「ぺんぎんたいそう」では、みんな元気

子ども 29 名 大人 17 名の参加があり

いっぱいのぺんぎんになりきりました。

ご参加ありがとうございました!!

齋藤

夏休みに行われている恒例のちびっこ

対象 2～5 才

でもました。

『ぺんぎんたいそう』

おはなしのあとは工作。今回はうちわを作りました。それぞれ好きな
絵を描いたり、シールを貼って自分だけのうちわを仕上げていました。
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このコーナーではＣＤ・ビデオ・ＤＶＤの視聴覚資料（オーディオヴィジュアル）を中心に紹介していきます。
今回は、秋におすすめのＣＤ・ＤＶＤ作品をご紹介します。

『天のしずく／辰巳芳子
“いのちのスープ”
』

『月の光 リサイタル・ピース
第 1 集』

河邑 厚徳／監修・脚本
辰巳 芳子／出演
NHK EP
2012 DO20148/白

反田 恭平／演奏
日本コロムビア株式会社
2017 CC21350/E/ソ

人生の目標は、日本にコンセルヴァトワール

料理研究家の母のもとで家庭料理を学び、自然

（音楽学校）を作ること！というクラシック界期

の恵みに感謝し、食材に対する深い愛情を込めた

待の若きピアニスト、反田恭平。昨年のリサイタ

料理を提供する料理家・作家の辰巳芳子。
病床の父のために作り続けた“いのちのスー

ルで演奏したシューベルトの「4 つの即興曲」や
ショパンの「別れの曲」などが収録されています。

プ”でつながる人々との交流を原点に、環境問題

アルバムタイトルにもなっているドビュッシー

や日本の食の自立についてなど、世界全体に向け
た｢いのちと愛｣のメッセージが伝わる

の「月の光」は、秋の月夜にぴったりな 1 曲です。

作品です。

『ディスクゴルフ入門／
ルール＆テクニック紹介』
日本ディスクゴルフ協会／協力

『日本の詩歌』シリーズ
Ｔｏｋｙｏ

2005

Ｋｉｎｇ

Ｒｅｃｏｒｄ

CE20994/I/ニ他

アドメディア
2009 DO20110/桃

全 15 集あるこのシリーズは、明治時代の詩から

ディスクゴルフは、ボールをクラブで打つゴル

現代詩まで、日本を代表する詩が収められていま

フとは異なり、フライングディスクをバスケット

す。

型のゴールに何投で入れることができるかを競う

抒情的に時には激しく、時にはコミカルに読ま

スポーツです。

れることで、詩特有のくり返しや擬音のリズムや

基礎から実践、上級テクニック編までが解説さ

響きが心地よく感じます。

れた充実の内容です。この秋新たにスポーツを始

家事や運転中に聞けるので、忙しい方にもおす

めたい方にもぴったりです。

すめです。

もし、ＤＶＤやビデオを破損、紛失してしまったら？
図書館にあるＤＶＤとビデオは著作権許諾済みのものを購入しています。市販のものは、図書館での利用ができません。
弁償の場合は、図書館で注文しますのでお借りになった図書館へお申し出ください。
価格については、図書館で利用するための著作権料が含まれており、市販価格よりも高額となっています。
ＤＶＤやビデオ等の視聴覚資料は繊細なものですので、お取り扱いにはご注意ください。
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★開館時間★
平日

9:30～20:00（4F こどもの本のフロアは 18:00 まで）

土・日・休日 9:30～18:00

11 月

12 月

日 月 火 水 木 金 土

1月

日 月 火 水 木 金 土

日 月 火 水 木 金 土

1

2

3

8

9

10

2

3

4

11 12 13 14 15 16 17

9

10

11 12 13 14 15

18

16 17 18 19 20 21 22

20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29

27 28 29 30

4

5

6

7

1

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

30 31

5

6

7

8

6

7

1

2

3

4

8

9

10 11 12

13 14 15 16 17 18

※12 月 28 日は午前 9:30～午後 5:00

5
19

31

※■は休館日です

『かがみの孤城』がついに１位を獲得!!辻村氏の著書は他に
『青空と逃げる』が２１位。読売新聞夕刊で連載した作品の単
行本化で、家族の再生を描いた物語。辻村作品に興味ある方
はこちらもぜひ●８コマ漫画エッセイ『大家さんと僕』は２０１７

1

645 人

かがみの孤城
辻村 深月/著 ポプラ社 2017 年 F

蜜蜂と遠雷

年出版ながら今回初ランクインで３位●４位湊かなえはランキ
ング常連。デビュー作『告白』から１０年、今作も湊かなえワー

2

570 人

3

448 人

矢部 太郎/著 新潮社 2017 年 779.14

か』は１９３７年出版の吉野源三郎の名著を漫画家羽賀翔一

4

441 人

未来

が漫画化。人間としてあるべき姿を求め続けるコペル君とおじ

湊 かなえ/著 双葉社 2018 年 F

恩田 陸/著 幻冬舎 2016 年 F

大家さんと僕

マスカレード・ナイト

5

432 人

6

405 人

川口 俊和/著 サンマーク出版 2015 年 F

7

385 人

東野 圭吾/著 KADOKAWA 2018 年 F

8

370 人

若竹 千佐子/著 河出書房新社 2017 年 F

9

336 人

今村 昌弘/著 東京創元社 2017 年 F

10

307 人

島本 理生/著 文藝春秋 2018 年 F

東野 圭吾/著 集英社 2017 年 F

コーヒーが冷めないうちに

ルドを存分に堪能できる●直木賞受賞『ファーストラヴ』が急
上昇で１０位●圏外ながら、１２位『漫画君たちはどう生きる

さんの物語。１０代向けに新たにマガジンハウスから漫画版と
単行本で出版され、人気が出ている。約８０年前の作品が現
代に求められる理由とは？今読んでみたい一冊。

魔力の胎動

相模大野図書館では、10 月 27 日から１１月 7 日まで秋
の読書週間にちなんださまざまなイベントを行います。図
書館の裏側ツアーや子ども向けイベント、特集展示等盛
りだくさん。くわしくは館内ポスター、チラシ、ホームページ
をご覧ください。
今回のベストオーダー10 で紹介した『君たちはどう生き
るか』。図書館には以前出版された岩波文庫版や吉野
源三郎全集ジュニア版などもあります。古い出版物が読
めるのは図書館ならではの楽しみではないでしょうか。

おらおらでひとりいぐも
屍人荘の殺人
ファーストラヴ

2018 年 9 月 20 日現在のデータです。
最新のデータは、図書館ホームページで見ることができます。

アクセス 小田急線相模大野駅北口徒歩 5 分

発行 相模原市立相模大野図書館
住所 〒２５２－０３０３
相模原市南区相模大野４‐４‐１
ＴＥＬ ０４２－７４９－２２４４

URL：http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp
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