
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 8/1 2 3 4 

 

2021 年 8 月 利用カレンダー ℡ 6 9 - 3 0 5 0 

開館／月～金＝10時～18時  土曜日＝10時～17時 

休館／毎週日曜日、祝日、毎月第３金曜日、年末年始、蔵書整理期間等 
※   ・・・図書室の休館日 

※   ・・・17時閉館 
※お盆期間（13日～15日）開館時間：10 時～17 時  

 

 

 

 

 

第一回 『 読書会をやってみよう 』 
コロナ禍で長引く中、少人数で本を使ってコミュニケーションをとりながら

雑談することもできる読書会をやってみない？という話が持ち上がりまし

た。ルールはテーマに沿った本を持ち寄って紹介しあう。ただそれだけ。今

回のテーマは『 今、おすすめしたい本 』です。 

意外な本が出そろって、とってもバラエティーに富んだ読書会となり

ました。紹介された本は図書室の本が多く、お互いに借り合ったりな

どして、楽しく終えることができました♪ 

紹介するのは 

伊吹有喜の 

『彼方の友へ』 

とっかかりがよくスイ

スイ読めます。 

８３歳の友人にも紹介

したら、面白くてこの

作家さんの作品は全

て読んでしまったそ

うです。 

『遺言。』 

養老 孟司を 

おすすめします。

面白くて一晩で読

んでしまいました。

考え方ひとつで人

生はしのぎやすく

なるんですね！ 

『八月の銀の雪』伊与原 新 

は本屋大賞にノミネートされて

いた作品。短編で読みやすく実 

在の人物をモ

デルにしている

のも面白かっ

た。登場人物た

ちが人との出

会いによって変

わっていくのも

いい。 

紹介するのは 

中川 毅の『人類と気候

の 10 万年史』 

あらゆることが電子演

算で予測可能な現代で

も気候だけは予測がで

きないんだと 
初めて知って興味深く読めた。明日氷

期にはいっていくことが歴史上なんら

不思議じゃないんだそう！ 

生坂図書室で本

を借りだし、推理

小説にハマりまし

た。柚木裕子作

品、横山秀夫、今

野敏は、本格的で

特におすすめ。 

柚木裕子は、どうしてこんなに男

性心理や描写が巧みなんだろう

とびっくりしました。 

新書なので、読みやすいところもい

い思います。 

今回紹介した「読書会」のメンバーを募集しています。毎月第三金曜日の 10：30 ～より行います

ので、興味のある方は事前に電話にてご連絡下さい。毎回参加できなくても大丈夫。楽しく本を通

じてお話ししましょう。 

持ち物：他の人におすすめしたい本を一冊をご用意下さい。マスクの着用をお願い致します。 

図書室：☎ 69-3050 担当 丸山 



一般書 

■駆け入りの寺         （澤田 瞳子） 

■テスカトリポカ（佐藤 究）第 165回直木賞受賞作 

■今度生まれたら        （内館 牧子） 

■琥珀の夏           （辻村 深月） 

■リボルバー          （原田 マハ） 

■いまは、空しか見えない     （白尾悠） 

■小説伊勢物語 業平      （髙樹 のぶ子） 

■岸惠子自伝           （岸 惠子） 

■ハニオ日記 II 2018-2019   （石田 ゆり子） 

■死ぬまでに行きたい海    （岸本 佐知子） 

■三体 III 死神永生 上 下     （劉 慈欣） 

■完全版 チェルノブイリの祈り― 

―未来の物語（スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ） 

■派遣添乗員ヘトヘト日記――当年 66歳、  

本日も“日雇い派遣"で旅に出ます （梅村達） 

■ぼくのお父さん        （矢部 太郎） 

■ゆるキャン△④⑤⑥        （あｆろ） 

■戦争は女の顔をしていない ①②（小梅 けいと） 

■Wall and Piece【日本語版】 
（Banksy(バンクシー)、 廣渡 太郎） 

実用書  

■燻製大事典           （太田 潤） 

■患者のための最新医学 バセドウ病・橋本病  

その他の甲状腺の病気 改訂版  （伊藤 公一） 

■食物アレルギーのすべてがわかる本（海老澤 元宏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

文庫・新書 

■日本共産党の研究（一）(二)（三） （立花 隆） 

■老いる意味 うつ、勇気、夢    （森村 誠一） 

■物理学者のすごい思考法     （橋本 幸士） 
■隠蔽捜査             （今野 敏） 

絵本 

■私はネコが嫌いだ。     （よこた だいすけ) 

■オレ、カエルやめるや 

（デヴ・ペティ/文、マイク・ボルト/絵) 

■ごろりんごろんころろろろ 
（香山 美子/文、柿本 幸造/絵） 

■ちいさなあなたへ 
（アリソン・マギー/文、ピーター・レイノルズ/絵） 

児童書 
■負けないパティシエガール （ジョーン・バウアー） 

■モモ 時間どろぼうとぬすまれた時間を人間に 

かえしてくれた女の子のふしぎな物語（ミヒャエル・エンデ） 

■せかいいちのねこ       （ヒグチユウコ） 

■二平方メートルの世界で 

（前田 海音/著、はた こうしろう/イラスト） 

■空のふしぎがすべてわかる!  

すごすぎる天気の図鑑      （荒木 健太郎） 

■テーブルマナーの絵本      （高野 紀子） 

■竜とそばかすの姫         （細田 守） 

■都会のトム&ソーヤ 最強ガイド 

（はやみね かおる   /文、にし けいこ/絵） 

 

 

 

 8 月 の 新 着 本 

一般 
えほん 

児童書 

第 165 回 芥川賞・直木賞 発表！ 
第 165 回（２０２1 年上半期）芥川賞・直木賞が７月１５日に発表されました。図書室にも順次いれていきます

ので、楽しみにお待ちください！ 

 芥川賞 
・『貝に続く場所にて』 ・『彼岸花が咲く島』 

李琴峰        石沢麻依 

直木賞 
 

 
・『テスカトリポカ』 ・『星落ちて、なお』 

佐藤究        澤田瞳子 


