
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全戸配布 

令和 4年 9月 1日 

和田公民館 

図書視聴覚委員会 

☆ 和田公民館図書室に新しい本が入りました！裏面の一覧表をご覧ください ☆ 

図書室は和田公民館の２階にあります。 

本の貸出・返却は、平日の８：３０～１７：１５です。 

ただし、土・日・祝日・夜間でも、サークルや講座などで公民館を利用する際は、本の

貸出・返却が可能です。何冊でも借りることができます。期間は１ヶ月間です。 

貸出カードには、町会名と名前（フルネーム）を必ず書き、返すときはカードを本に

戻してから返してください。 

（お子さんが借りるときは、親御さんの名前も書くようにしてください） 
 

『オオカミ王ロボ』 アーネスト・シートン 著 

 シートン動物記の中で一番好きな話がこの『オオカミ王ロボ』の話です。最初に読んだのは小学生

の時、オオカミに興味を持つきっかけにもなったお話でした。 

 常に冷静で仲間をまとめ上げ、人間の策略から仲間を守り通すロボの姿は読んでいてドキドキする

ほど格好いい描写でした。ロボの大切な仲間を守り抜く姿の力強さと、反対に大切な伴侶ビアンカを

亡くした時の我を忘れてしまうほどビアンカの姿を探して最後に捉えられてしまう切なさに心を動か

されました。 

 今、改めて読み返して、私達が忘れている何かをロボの姿は教えてくれているように思えます。本

当に大切な事は何なのか、何のために私達は生きているのか。人間のエゴとオオカミの命を守る為に

生きる姿との差は何でしょう。自然と人間の共存についても改めて考えた作品です。 

 子供の頃読んだ事のある作品かとは思いますが、大人の皆さんもこの機会に、ぜひ読み返してみま

せんか。（和田公民館図書室にあるのは今泉吉晴 訳・解説の童心社版です） 

《境 遠山》 

 

『おしゃべりな部屋』 近藤麻理 著 中央公論新社 

 部屋のお片づけをしようと思っている時に、この本が目にとまり、読んでみました。 

 この本は、なかなかお片づけの出来ない少女に、お片づけの仕事の依頼が来る、少女の実話を基に

仕事の様子がドラマチックに書かれている実話の物語です。 

 お片づけは苦手。悩んだ結果、片付けの仕事を始める。いざ、仕事が始まると毎日が悪戦苦闘…。

洋服、本、小物…沢山ためてしまい、使わないものばかり。 

 私には、物の声が聞こえる。そんな者達が少女に語りかけてきておしゃべりが始まる。会話がつき

ない。不思議と今まで苦手だった片づけが楽しくなる。会話が進むにつれて、どんどん部屋の中が明

るくなっていく。生活を変えてくれた物。思い出の物。その人に合ったライフスタイルの部屋に変わ

っていくという。数多くのは部屋にまつわる実話を基にした七つの部屋の物語です。 

 物を持つ事、手放す事、常に感謝の言葉をつけて。自分が幸せになるんです。苦手な人もやってみ

ようと思えることが数多く書かれています。お片づけ、楽しんでやってみようと思いました。皆さん

も読んでみてください。 

《下和田 吉田》 

図書視聴覚委員おすすめ本・好きな本 



＜一般書＞ 

＜絵本・児童書＞ 

 

 

 

 

 

★電気の図鑑（理科教育研究会）まるごと一冊電気のしくみ。電気について基礎から応用までしっかり学べます。 

★暗がり礼賛（前田啓一）人類は「明かり」にプラス、「暗がり」にマイナスの価値を与えた。「明 かり」を落 とし「暗 がり」を見直そう！ 

★海をわたった母子手帳（中村安秀）日本で誕生した母子手帳を世界に広めたい―小さな手帳が生んだ、大きな奇跡の物語。 

★藤井総太論（谷川浩司） 天才だけが知る若き天才の秘密。人間はどこまで強くなれるのか？レジェンドが大変貌する将棋界を解明する。 

★敗れざる者たち（沢木耕太郎）著者の原点ともいうべきスポーツ・ノンフィクションの金字塔！ 

★狼は帰らず（佐瀬稔）登山界の組織になじむことなく、一匹狼として名を馳せた男がたどった生涯を、ノンフィクション作家、佐瀬稔が描く。  

★イチローの流儀（小西慶三）オリックス時代からイチローの試合を最も多く観続けてきた記者が綴る、人間イチローの真髄。 

★老いる意味（森村誠一）老後の生き方の意味を提言する森村誠一渾身の話題作。 

★ぼくの昆虫学の先生たちへ（今福龍太）文化人類学者が書いた、未知なる生命の世界へといざなってくれた 14 人の師への架空の手紙。 

★八甲田山死の彷徨（新田次郎）自然との戦いを迫真の筆で描いた人間ドラマ。 

★聞き書緒方貞子回顧録（緒方貞子）国連にかかわる仕事を続け、冷戦後には国連難民高等弁務官として難民支援を指揮した緒方貞子の回顧録。 

★酒と人生の一人作法（太田和彦）70 すぎたら愉しくなった。「老後」を受け入れて初めて、大切なものが見えてくる。  

★すばらしい人体（山本健人）サイエンス書、教養書として、人体の面白さ、医学の奥深さを伝え、読者の知的好奇心を満たす一冊。 

★残照の頂（湊かなえ）日々の思いを噛み締めながら、一歩一歩、山を登る女たち。山頂から見える景色は、これから行くべき道を教えてくれる。 

★ヤングケアラーってなんだろう（澁谷智子）家族の世話や家事を行う子どもたちを指す「ヤングケアラー」。背景には何があるのか。  

★九十八歳。戦いやまず日は暮れず（佐藤愛子）『戦いすんで日が暮れて』から 52 年。しぼり出した最後のエッセイ集。  

★透明な螺旋（東野圭吾）殺人事件の関係者として、ガリレオの名が浮上。草薙は両親のもとに滞在する湯川学を訪ねる。 

★沈黙のパレード（東野圭吾）容疑者は彼女を愛したふつうの人々。哀しき復讐者たちの渾身のトリックが、湯川、草薙、内海薫の前に立ちはだかる。  

★やさしい猫（中島京子）大きな事件に見舞われた小さな家族を、暖かく見守るように描く長編小説。 

★海苔と卵と朝めし（向田邦子）幼い頃の食卓の情景から病気が治ったら食べたいもののリストまで、向田邦子の真骨頂。  

★あやうく一生懸命いきるところだった（ハ・ワン）  “自分らしい生き方”に出会える人生エッセイ。 

★愚かな薔薇（恩田陸）14年の連載を経て紡いだ美しくもおぞましい吸血鬼ＳＦ。 

★論語と算盤（渋沢栄一）日本資本主義の父が、生涯を通じて貫いた「考え方」とはなにか。 

★レゴ（蛯谷敏）ブランド信頼力、玩具メーカー売上高、世界一。単なるプラスチックのブロックがなぜ、勝ち続けるのか。 

★美しい自然の色図鑑（パトリック・バティ）『ヴェルナーの色の命名法』掲載の 110 色を豊富なイラストで解説。 

★とんでもない甲虫（丸山宗利・福井敬貴）昆虫の概念がひっくり返る 279 種の甲虫を美しい写真で楽しめます。 

★男子の本懐（城山三郎）人間の生きがいとは何かを静かに問いかけた長編経済小説。 

★アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か？（カントリーン・マルサル）スウェーデン発ジャーナリストによる話題の一冊。 

★清貧の思想（中野幸次）バブル謳歌の日本に猛省を促した話題のベストセラー。 

★国民のための「食と農」の授業（山下一仁）ファクツをもとに、日本農業の実態と可能性をまるごと、正しく伝える。 

★ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方（多賀太）ジェンダー平等に向けた本気の働き方・暮らし方改革を。 

★利休にたずねよ（山本兼一）利休に艶やかな感性を与えた、その秘めた恋と人生の謎に迫る山本文学の金字塔。 

★その本は（又吉直樹・ヨシタケシンスケ）お笑い芸人芥川賞作家又吉直樹と大人気絵本作家ヨシタケシンスケによる抱腹絶倒・感涙必至の本の旅！ 

★bonpon さんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服（bonpon） 

〝好きな布でお洋服を作って、生き生き楽しみましょう〟をテーマにした一冊。 

 

 

 

 

 

 

 

★ミッドナイト・ライブラリー（マット・ヘイグ）その図書館には“選ばなかった人生 "が待っていた。各国でロングセラーの話題の 1 冊。 

★マスカレード・ゲーム（東野圭吾）3 つの殺人事件を追う 2 人の警部、新田と梓。仮面をかぶった犯人を見逃すな。 

★硝子の塔の殺人（知念実希人）雪深き森で、燦然と輝く、硝子の塔に一癖も二癖もあるゲストたちが招かれた。この館で次々と惨劇が起こる。 

★死にたがりの君に贈る物語（綾崎隼）著者自身の根源的な問いを内包する、痛切な青春ミステリ! 

★あさとほ（新名智）横溝賞、受賞後第一作。「人を消す物語」の正体は。長編ホラーミステリの神髄! 

★俺ではない炎上（浅倉秋成）SNS で女子大生殺害犯に仕立てられた男。日本中が敵になり、必死の逃亡を続ける男が辿り着いた真相は !? 

★六人の嘘つきな大学生（浅倉秋成）IT 企業スピラリンクスの最終選考。六人が議論する中、六通の封筒が発見され、六人それぞれの「罪」が告発されていた。 

★medium霊媒探偵城塚翡翠（相沢沙呼）霊媒城塚翡翠と推理作家香月史郎の二人が、世間を騒がす連続死体遺棄事件に立ち向かう。  

★言葉の花束（サヘル・ローズ）明日を生きるための言葉を紡いで贈る 14の花束。 

★９９年、ありのままに生きて（瀬戸内寂聴）36 歳のエッセイから、99 歳の最後の対談まで瀬戸内寂聴さんの一生を辿る決定版。 

★夢をかなえるゾウ０～４（小野敬也）関西弁のゾウの神様ガネーシャが登場する人気シリーズ。 

★精神科医Ｔomyが教える 1秒で元気が湧き出る言葉（精神科医 Tomy） 

★精神科医Ｔomyが教える 1秒で悩みが吹き飛ぶ言葉（精神科医 Tomy） 

★精神科医Ｔomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉（精神科医 Tomy） 

★精神科医Ｔomyが教える 1秒で幸せを呼び込む言葉（精神科医 Tomy） 

 仕事、生活、恋愛、人間関係、お金…すべての悩みが解決する“神ツイート”を書籍化。 

★松本城のすべて（「国宝松本城を世界遺産に」推進実行委員会記念出版編集会議） 

 松本城の気軽なうんちくから学術的な知識まで、すべてをカバーした類例のない「松本城の完全詳説本」。 

 

 

◇れいちゃんのきせつのせいかつえほん（すえとうあさえ・高橋和枝）春夏秋冬、れいちゃんと家族の生活を描いた絵本。 

◇あたまをつかった小さなおばあさん（ホープ・ニューウェル）小さなおばあさんの楽しい生活の知恵がいっぱいな物語です。 

◇やかまし村の子どもたち（アストリッド・リンドグレーン） 

◇やかまし村の春夏秋冬（アストリッド・リンドグレーン）  

◇やかまし村はいつもにぎやか（アストリッド・リンドグレーン） 

  スウェーデンの田舎で暮らす子どもたちの日常を描いたユーモラスに描いた「やかまし村」シリーズ。 

◇はんぴらり４・５（廣嶋玲子）ばあちゃんの家で出会ったちいさな男の子は、「はんぴらり」っていう、半人前の神さまなんだって。

◇ぼくのねこ（鈴木のりたけ）こっきねこ、カメレオンねこ、つみきねこ…いろんなねこがいてもいいよね！絵さがしも楽しめます。 

◇まいごのモリ―とわたのかばん（こまつのぶひさ）まいごのモリーの大ぼうけん、はじまりはじまり…。 

◇ずんずんばたばたおるすばん（ねじめ正一・降矢なな）次から次へと登場する動物たちと男の子の楽しい留守番を描きます。  

◇ゆかしたのワニ（ねじめ正一・コマツシンヤ）僕の家の床下にはワニがいる。日常と地続きのちょっとスリリングで不思議な世界です。 

◇カイマンのクロ（マリア・エウヘニア・マンリケ）1950～60年代、南米のベネズエラで本当にあったお話。 

◇もりの 100かいだてのいえ（岩井俊雄）大きな木のなかにある、もりの 100 かいだてのいえにくらすのは、どんな生きものたちでしょう。 

★ふしぎ駄菓子屋銭天堂（廣嶋玲子）駄菓子屋を舞台にしたふしぎなお話を収録。ふしぎな駄菓子屋で売っているふしぎな駄菓子が持つパワーとは。 

★森おばけ（中川李枝子）森で暮らしていたおばけの一家と子どもたちとの愉快な交流が、生き生きと描かれます。 

 

 

令和４年度 新規購入図書 
新規購入図書は 9月８日（木）以降貸出を始めます。 

それまでしばらくお待ちください。 

★公民館購入図書 ◇子ども会育成会購入

図書 

 



 

  『精神科医 Tomyが教える１秒で元気が湧き出る言葉』精神科医 Tomy 著 ダイヤモンド社 

 まず、題名と著者プロフィールに興味を持ち、手に取った一冊でした。『１秒で～』シリーズには

他に『１秒で幸せを呼び込む言葉』『１秒で悩みが吹き飛ぶ言葉』『1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』の

４冊がありました。 

どれも読んでみたいとは思ったのですが、私は『１秒で元気が湧き出る言葉』にしました。中身は

とても読みやすく、普段本を読まない私にはかしこまらず軽い気持ちで読める本でした。 

心に残る言葉は人それぞれだと思いますが、私の心に残った言葉をご紹介します。 

 『元気を出すってことは、気持ちを切り替えることよ。』（気持ちは、行動を変えれば切り替わ

る。だから「元気がでないから動けない」のではなく、動いて元気を出す。顔を洗うでも、掃除をす

るでも、散歩するでも、何でもいいわ。） 

『なかなか寝つけない夜は、「今晩は目をつぶってたっぷりゴロゴロできるわ！」と開き直るのも

いいわよ』（屁理屈でもいい、そこはポジティブにね。） 

『可能性は常に自分が作れるのよ。方法はたった一つ。』（やってみること。それだけで可能性は

広がるわ。） 

他にもたくさんの言葉があり、その時によって響いてくる言葉も違うと思います。ぜひ一度手に取

ってパラパラと軽い気持ちで読んでみてください。 

《中 赤羽》 

 

『夢をかなえるゾウ』 水野敬也 著 文響社 

この本は、以前から「一回読んでみて！」と友達に勧められていた本でした。そして最近このシリ

ーズ５冊目となる『夢をかなえるゾウ０』が発行されたこともあり今回手に取ってみました。 

どうやらこの書籍は自己啓発の部類のようです。読書に慣れていない私には敷居が高いかなと思っ

ていましたが、この作品は私のように文章を見るとすぐ眠くなってしまうような人でも面白く読める

ように、うまく小説化された作品だと感じました。 

主な登場人物は二人（？）。関西弁でしゃべるいい加減なガネーシャというゾウの神様と主人公の

ぼくなのですが、その二人のやりとりがとてもおもしろかったです。 

人は何かの問題に直面したとき、大多数の方がネガティブな思考になりがちです。私も実際そういう

傾向があります。 

それをこの本の中では「発想の転換によって人はいくらでも変われる」という事を表現してくれて

いました。 

今、目の前にある問題を「どう」解決するのかは「自分次第なんだよ」ということを、大変よく考

えさせられる作品でした。また前向きな気持ちにさせてくれる書籍でもありました。 

シリーズ化されているほかの４冊も読んでみようと思います。 

皆さんも是非、手に取ってみてください。 

《西原 池田》 

 

『よるのばけもの』 住野よる 著 双葉社 

 皆さんもご存じの小説『君の膵臓をたべたい』の著者住野よるの第３作となる作品です。 

 主人公安達くんと夜の学校で女子のクラスメイト矢野さんと出会うストーリーです。 

 彼女はいじめられていて、でも学校の休憩時間を満喫したくて夜の学校へ。また、主人公は彼女が

クラス全員からイジメを受けている現状を不信に思いながらも、穏やかな学生生活を送りたくて、ど

ちらについたよいかためらい葛藤する毎日から、ある夜ばけものになった。夜を自由に飛び回り、学

校へ行ったところで彼女に出会うといもの。 

 毎晩２人で夜休みをなにげなく過ごし、休み時間が終われば家に帰る。昼間学校で会えば、イジメ

をする側とされる側の関係、暗黙のルールで誰にも話さず、いつしかばけものが出るとうわさにな

り、学校にもぐり込んだ生徒から彼女を守り、２人の中で信頼関係が生まれる。 

 主人公の彼は勇気を出してクラスの状況を変えられるのか。ラストが気になりますね。ハッピーエ

ンドを願いつつ、もし自分だったらどうするだろう…。考えさせられる作品です。 

《太子堂 輿》 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の観点から、今年度予定していた事業

を中止することといたしました。 

 

 

 

１０月１６日（日）和田地区市民大運動会 

体育委員三役・町内公民館長三役合同会議で検討した結果、参加人数が多いこと、

密を避けきれないのでは等ということから、参加者全員に安心して行事を楽しんでい

ただくのは難しい状況のため、今年度は中止とすることといたしました。 

 

 
 

楽しみにしていただいていた皆さまには大変申し訳ございませんが、 

ご理解いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

代わりに今年度は“和田地区グラウンドゴルフ大会”を開催します。 

詳細は別紙のチラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

和田公民館：48-5445 

 

和田公民館ニュース 

令和４年９月１日 

全 戸 配 布 

和田公民館からのお知らせ 

＜中止とする事業＞



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10月 1日から 16日当日までに新型コロナウイルス感染症の警戒レベルが４

以上となった場合は中止とします。ご了承ください。 
―――――――――――――――――――きりとりせん――――――――――――――――――――― 

氏名 
子どもさんは学年を

記入してください 
町会 住所 電話番号 

     

     

     

     

     

 

和田公民館ニュース 

令和４年９月１日 

全 戸 配 布 

主 催：和田公民館・和田地区町内公民館長会 

日 時：１０月１６日(日) 午前１０時から（受付９時３０分開始） 

場 所：和田運動広場 （雨天の場合は中止） 

参加費：無料 

申込み：申込書を１０月１３日(木)までに和田公民館へ提出（FAX、

E-mail 可）、または QRコードから 

お申込みください。 

     

その他：４～５人１グループでコースを回ります。申込みの際、３人

以下のグループは当日他申込みの方と同じグループで回っ

ていただきます。（受付時にグループをお渡しします） 
●申込み・問合せ先 

和田公民館 TEL:48-5445 FAX:40-1259  

E-mail:wada-k@city.matsumoto.lg.jp 

ルールは簡単！ホールポストにボールを 

入れるだけ！誰でも簡単にできるスポーツです。 

一緒にニュースポーツ「モルック」の体験会も 

開催します。皆様のご参加をお待ちしています。 

参加景品＆ 
抽選会あります 



 

和田公民館ニュース 

令和４年９月１日 

全 戸 配 布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーラス、童謡、民謡、カラオケ、詩吟、舞踊、ダンス、寸劇、 
大正琴、ハンドベル、銭太鼓、読みがたり、詩舞 etc.  

子どもから大人まで、団体、個人、どなたでもご参加いただけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10月 20日頃に松本市及び松本圏域の新型コロナウイルス感染症警戒レベルが 

４以上の場合は、感染拡大防止のため、文化祭を中止いたします。 

 

 

 

 

ステージ発表 出演申込書 

団体名  人数      名 

演目  
所要時間 

（※準備含） 
約    分 

代表者氏名  住所  電話番号  

★出演の申込み … 下記申込書を９月２２日(木)までに和田公民館へ提出、

または QRコードから申込。 
 

 

★代表者打合せ … 出演団体の代表者は、「ステージ発表代表者会議(10月初

め予定)」に出席していただき出演順等を調整します。 

★新型コロナウイルスの状況を鑑み、午前中のみの実施となるため、申込状

況によっては出演時間等を調整させていただきます。ご了承ください。 

き り と り せ ん 

日 時  令和４年１１月６日（日） 

午前９時～午後１時３０分(予定) 

場 所  和田公民館 大会議室 

 

問合せ先・和田公民館 TEL:48-5445 FAX:40-1259 

E-mail:wada-k@city.matsumoto.

lg 

 


