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第7９号  
 

にのみやまちとしょかん 

図書館だより 

R3（2021）.６.25発行 

 

P2、P3…新着本 

PICKUP 

P4…お知らせ 

    

  

 

 より多くの皆さんに「図書館だより」を手に取ってもらいたい、という思いから、 

読みやすさ、見やすさを意識した紙面にしました。 

ご意見、ご感想などありましたら、ぜひ図書館までお知らせ下さい。 

鉄道模型運転 

 

2階 地域資料展示ケース 

「二宮ゆかりの人物」の紹介 

二宮ゆかりの人物講演会  

～俳句を楽しむ「作らない句会」の魅力～ 

講師：堀本裕樹氏 

 
 

10月 10日（日）にオンライン形式で開催します。

申し込み方法など詳しい情報は、図書館ホームペー

ジ、広報にのみや 9月号でお知らせします。 

 

6月 29日（火）～ 

９月 20日（月・祝） 
 

 

NHK出版/ 2019.7 
911.3 ホ 

集英社/ 2015.5 
911.3 マ 

3月 30日（火）～ 

6月27日（日） 

 

 

 
俳人。1974年和歌山県生まれ。國學院大學卒業。 
俳句結社「蒼海」主宰。2016年、2019年度「ＮＨＫ俳句」選者。 
句集『熊野曼陀羅』で第 36回俳人協会新人賞受賞。著書に『芸人と俳人』（又吉直樹氏との共著）、
『桜木杏、俳句はじめてみました』などがある。現在、二宮町在住。 
堀本裕樹氏ホームページ http://horimotoyuki.com/ 

講師プロフィール 

今年度のイチ押し行事です！ 

『ガラスのうさぎ』の著者高木敏子さんをは

じめ、戦時中二宮に滞在していた建築家吉田

五十八らの著作には当時の様子が残されて

います。終戦から 76年、あらためて平和の

尊さを祈り、関連資料の展示をします。 

 

「戦争と疎開」 
 

「ガラスのうさぎ像」は今年建立 40年になります。 

来館時の感染症対策にご協力ください！ 

 紙面をリニューアルしました！ 
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新着本  P I C K U P 

『ぜんぶわかる消化器の事典－疾患の病態と治療を精密イラストで図解－』 

（中島淳監修 /成美堂出版 /’21.1/491.3 ｾﾞ） 

 

『国谷裕子と考える気候危機と脱炭素社会－地球の悲鳴が  

聞こえませんか?－』 （国谷裕子監修／文溪堂 /’21.1/  451 ｸ） 

『全国厄除け郷土玩具－疫病退散!入手先・由来・ご利益のすべてがわかる古来

から伝わる縁起物186品－』 

（中村浩訳 /誠文堂新光社 /’20.11/759.9 ﾅ） 

 

『「非正規」六法－有期雇用やアルバイトで損せず生活するために－』 

（飯野たから/自由国民社 /’20.12/366.8 ｲ） 

 

労働条件が約束と違っていたり、一方的に解雇や雇止めをされたなど事業主

との間で問題が起きた時の対処法や法的手続きなど 60 の事例をあげ、分か

りやすく紹介する。 

新型コロナによって注目されたアマビエ、北海道のコロポックル、福
島の赤べこ、飛騨のさるぼぼ、法華寺のお守り犬……。伝説と共に現
在まで伝わり親しまれてきた神社やお寺のお守りと郷土玩具を紹介。 

 

栄養素の消化吸収、血液検査、内視鏡検査、細菌検査、食道・胃静脈瘤、
腸閉塞……。消化器のしくみや働きや疾患の病態と治療まで、精密なイラ
ストや図表、画像を交えてオールカラーでわかりやすく解説。 

 

地球温暖化により極端な気象現象が多発。地球温暖化はなぜ起きるの
か？ 地球環境を破壊する二酸化炭素とは？ 脱炭素社会のために
何ができるのかを具体的に解説。 

『なんでも「はじめて」大全－人類と発明の物語－』 
（スチュワート・ロス/東洋経済新報社/’20.12/031.4 ﾛ） 

一番初めの長距離通信の方法は？ 人類がはじめて靴を履いたのはいつ？ 

生活、医療、科学、工学、戦争、文化、スポーツなど多岐にわたり「はじ
めて」の事例を紹介。知識満載で何度もめくりたくなる本。 

 

＜こどものほん＞ 

●本文に使用している字体は、ＵＤ（ユニバーサルデザイン）フォントです。 

視力が低下した人や、弱視の人でも見やすく、読みやすいようデザインされています。 
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令和３（2021）年１月～5月新着分より 
（著編者／出版社／出版年月／請求記号） 

女性は、ドレスを着るのがあたりまえと思われていた時代に、周
りの人たちに非難されながらも窮屈なドレスより、動きやすいズ
ボンをはいたメアリー。のちに女性初の軍医として活躍したメア
リー・ウォーカーの子どもの頃のおはなし。 

 

『せかいでさいしょにズボンをはいた女の子』 

（キース・ネグレー/光村教育図書/’20.12 /E ﾈｸﾞ） 

＜こどものほん＞ 

 

「 二 宮 ゆかりの人 物 」は次 号 （ 1 1 月 ）に掲 載 します 。  

これまでに紹 介 された人 物 や文 学 作 品 関 連 の情 報 がありま したら 、

ぜひ図 書 館 までお寄 せ下 さい 。  

 

『失われゆく仕事の図鑑 

－「アレ」も「コレ」もヒトが手で創り、動かしていた時代の記録－』 

（永井良和ほか/グラフィック社/’20.12/ 384.3 ｳ） 

こんな仕事もあったのか！ 屋上遊園、花売り娘、虫売り、代書屋、覗きか
らくり……。合理化によって、消えゆく仕事を貴重な古い写真やイラストと
ともに紹介。消えゆく仕事に就いていた人のインタビューも掲載。 

『渋沢栄一と同時代を生きたキーパーソン 100－幕末・維新・明治の偉人たち－』 

（「渋沢栄一と同時代を生きたキーパーソン 100」製作委員会 

/東京ニュース通信社/’21.1/281.0 ｼ） 

経済と産業の礎を築いた渋沢栄一、彼と同時代に生きた重要人物、尾高惇忠、
渋沢喜作、徳川慶喜など 100人との関係やエピソードを紹介。歴史年表や大
河ドラマが楽しく見られるミニ用語辞典も掲載。 

 

『文章の問題地図－「で、どこから変える?」伝わらない、時間ばかりかかる書き方－』 

（上阪徹/技術評論社/’20.12/670.9 ｳ） 

文章を書くのが苦手な方必見。リモートワークが拡大する中で文章との向
き合い方、書き方のコツをわかりやすく教えてくれる一冊。問題地図シ
リーズの最新作。 

『最新公用文用字用語ハンドブック－間違いやすい用字用語の解説－』 
（瀬口至/夢の友出版/’19.4/816.4 ｾ） 

メールや文書を作成するとき、「初め」、「始め」あれどっちの漢字を使う？ 

そんなときに役立つハンドブック。漢字か仮名か、同音異義語をどう使い
分けるのかを豊富な用例で分かりやすく解説。 



－４－ 

ｐ3の新着本で紹介した絵本の中の言葉。 

「にんげんって、あたりまえだと おもってい

たことが かわってしまうのが こわいんだ

よ」うんうんとうなずきながらも、柔軟な考

えも必要だよなぁーと思った。 

 

 

 

次号は

11月で

す！ 

ホームページ  

編集･発行 二宮町図書館   

住所 〒259－0123 

二宮町二宮１２４０－１０ 

☎ 0463－72－6913  

 FAX 0463－72－6914 

図書館だよりＣＤ版もあります。 

お問い合わせください！ 

図書館ホームページの
右上をクリックしてね！ 

3月末までの累計 

17,355,836円 

近隣の情報誌コーナーができました 

展示の紹介や行事、

記念日などにまつわ

る本の紹介をしていま

すが、４月からこども

のほんコーナーから

も、いろいろな分野の

おすすめの本を紹介

しています。ぜひご覧

ください。 

 

こどものほんの相談員 

1階の雑誌コーナーの奥にあります。 

ご自由にお持ちください。 

図書館基金 

ご報告 

「このレシートの本はどこにありますか？」 

「1、2年生が読める本ありますか？」 

夏休みの宿題関連の本探しなど調べものや

本をお探しの方は、お気軽にお声をおかけく

ださい。こどものほんコーナー奥のカウンター

に相談員がいます。 

●対象：幼児・小学生 

●日時：毎月第 3土曜日 午前 10：30～10：50 

●定員：6組（親子参加可） 

●場所：二宮町図書館 おはなしのへや 

●申込方法：毎月1日～7日に図書館ＨＰ（おはな

し会参加申し込みフォーム）または図書館 1 階

カウンターにて受付します。先着順。 

※電話での受付は行いません。 

※詳細はホームページをご確認ください。 

ご協力ありがと
うございます 

   ひとつだけ  図書館の各種ご案内は下の

ＱＲコードからご覧になれます 

 

「海の近く」 

「湘南ジャーナル」 

「タウンニュース」 

★新しい雑誌が入りました（個人寄贈） 

「正論」 2021年1月号から/月刊 

「明日の友」 252号（初夏号）から/隔月刊 

「かぞくのじかん」 Vol．56（夏号）から/季刊 

★受入中止（雑誌スポンサー終了） 

「Sports Graphic Number」 

2021年4/1号まで 

★休刊にともなう個人寄贈終了 

「日本カメラ」 2021年4月号まで 

★受入休止（個人寄贈） 

「本の雑誌」 2021年3月号まで 

Twitterで本の紹介 

おはなし会のお知らせ 

雑誌コーナーから 

令和 3(2021)年 5 月のおはなし会から、申込

方法を事前申込制に変更しています。 

雑誌は全 91 タイトル。 

最新号が閲覧でき、バックナン

バーの貸出もできます。 

1階に一般と児童、2階に 

ティーンズの雑誌があります。 

♥相談員がいる日♥ 

毎週日曜日 

14：30～16：30 

（夏休みは毎日） 

公式 Twitter 

 

10月 ～ 3月の合計 

(ふるさと納税等含) 

 270,529円 

 


