
 

 

 

  

実施日 曜 事業名 開始時間 場所 対象 参加費 

７月１２日 日 陽子先生の音楽講座 
午後1時30分

～３時 

南山城村文化

会館 

小学生以

上どなた

でも  

無 料 

７月予定  第６回古文書講座 
午前 10 時～

11時半 

和束町体験交

流センター 

どなたで

も 
無 料 

７月２１日 火 陶芸体験教室 10時～正午 
和束町体験交

流センター 
連合 700円 

８月１日 土 邦庵流「石のはんこ塾」 
午後1時30分

～３時 

和束町体験交

流センター 
連合 1,100円 

8月１９日 水 夏休み工作（木工）教室 午前９時～正午 
笠置町産業振

興会館 
連合小 ３００円 

９月予定  第７回古文書講座     

９月１８日 金 ブックカフェ 
午後６時３０分

～８時３０分 

笠置町産業振

興会館 

中学生以

上 
無料 

イベント、講座などの案内チラシは、和束町体験交流センター、笠置町産業振興会館、南山城村文化会館 

３町村の図書室に置いてありますのでご覧ください。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、引き続き、３つの密（密閉・密集・密接）を避ける

とともに、手洗いや人と人との距離の確保などの基本的な感染対策にご協力をお願いいたします。

情勢の変化に対応しつつ、皆様の命と健康を守ることを最優先に運営してまいります。 

 

  

申込・問合せ 相楽東部広域連合教育委員会生涯学習課 ☎ 0774-78-4335 



このコーナーでは連合内の各図書室の取組や、おす

すめ図書などを紹介します。 

★海、山関連特集 
海、山に関する本の紹介です。７月
２３日は「海の日」、８月１０日は
「山の日」です。海、山に行って
も、行かなくても一度読んでみてく
ださい。 

 

 

 

 

★京都府立図書館貸出文庫 
京都府立図書館より約２００冊を借用する予定です。皆様には７月下旬に借りていただけます。
是非ご利用ください。

 

★夏休みも読書で！ ＜図書展示＞ 
青少年読書感想文全国コンクールの課題図書のほか、司書のおすすめの本や気になる本を展示し
ています。暑い日はおうちや図書室でゆっくり読書を楽しみませんか？ 

展示期間：2020/7/4～8/30 

★気になるあの本 
図書室に所蔵されている本の中から司書が気になった本を紹介します。今回は新着図書で、タイトルは
『乗務員室からみた JR 英語車掌の本当にあった鉄道打ち明け話』。仕事の裏側の話というのは部外者の立
場からすると新しく知ることが多くてとても面白い場合が多いのですが、この「打ち明け話」も例にもれ
ず、へ～そうだったんだ！そんなことまでしてるの？と興味深い内容です。安全に対する真摯さにも感心
させられます。この本を読んだ後に電車を利用すれば、これまで気に留めなかったあれこれに気づき、時
にはニヤリとしてしまうことでしょう。 

 

＜作品一覧＞ 
絵本 

うみへいこうよ スザンナ・グレッツ 
山のいのち 立松 和平 ・ 伊勢 英子 
やまからにげてきた 田島 征三 
うみべのほいくえん 長崎 源之助 

児童書 
エベレスト・ファイル マット・ディキンソン 
うみのとしょかん 葦原 かも 

一般書 
海の見える理髪店 荻原 浩 
山の上のランチタイム 高森 美由紀 

★平和について考える本 展示紹介(７月・８月)します 

＜作品一覧＞  

絵本 児童書・一般書 

へいわってすてきだね 安里有生・長谷川義史 
ひがん花の赤いじゅう
たん 

宮内純子 

８月６日のこと 中川ひろたか・長谷川義史 君たちには話そう いしいゆみ 
へいわとせんそう たにかわしゅんたろう 平和のバトン 弓狩匡純（本年度課題図書） 
おとうとものがたり やなせたかし いのちの贈り物 フランシーヌ・クリストフ 

せんそうをはしりぬけた
「かば」でんしゃ 

間瀬なおかた 
武器より一冊の本をく
ださい 少女マララ・ユ
フザイの祈り 

ヴィヴィアナ・マッツイ 

ヒロシマ消えたかぞく 指田和（本年度課題図書） 
日本兵捕虜はシルクロ
ードにオペラハウスを
建てた 

嶌信彦 

ほか ほか 

図書室だより 



＜課題図書紹介＞ 

『たぬきのきょうしつ』（小学校低学年の部） 

すこしむかし、広島にはじめてできた小学校でこ

っそりべんきょうするタヌキたち

と、それを見まもる人間たち。それか

ら時は流れ、広島をいろいろなこと

がとおりすぎていきました。そのよ

うすをタヌキたちと見つめる、心あ

たたまるお話です。 

『おれ、よびだしになる』（小学校低学年の部） 

「よびだし」って何をする人か知っていますか？

すもうが好きな主人公が呼び出

しになるまでにどんなことを学

びどんなことを感じたか、主人公

の成長やすもうの世界を支えて

いる人たちの仕事がわかる絵本

です。

『風を切って走りたい！夢をかなえるバリア
フリー自転車』（小学校高学年の部） 
つえをついた女性との偶然の出会いから、世界に

一つの自転車づくりがはじまりました。体の不自由
な人のため、４０年間で２６００台もの自転車を作
り続けてきた堀田健一さんは、その日の食事にも困
る厳しい生活でしたが、自転車を必要とする人たち
のために献身的に努力を重ねてきました。物作りが
大好きだった少年時代から、数々の苦難を乗り越え、
挑戦する姿を描いた感動の実話です。 

『北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球
のこと』（小学校中学年の部） 

北極と南極をくらべると、にているようで、ちが

うところがいっぱい！極地のすばらしさにふれな

がら、地球におこっていることを知ろう。さて、も

んだいです。●北極と南極、どちらが寒い？●氷の

量はどちらが多いの？●動物が人間に近寄ってく

るのはどっち？

『平和のバトン 広島の高校生たちが描いた
８月６日の記録』（中学校の部） 

わたしたちは、幸運なことに平

和な世界に住んでいます。とはい

え、ほんとうの尊さを知るために

は、過去の歴史を自分のものとし

て受け止め、そこから生きる意味

を学んでいかなければなりませ

ん。 著者「あとがき」より

『廉太郎ノオト』（高等学校の部） 

いつも鳴り響いている音があった…最愛の姉
の死、厳格な父との対立、東京音
楽学校での厳しい競争、孤高の天
才少女との出会い、旋律を奏でる
ことをためらう右手の秘密。若き
音楽家・滝 廉太郎は、恩師や友人
に支えられながら、数々の試練を
乗り越え、作曲家としての才能を
開花させていく。そして、新しい
時代の音楽を夢見てドイツ・ライプツィヒへと旅
立つが、「西洋音楽不毛の曲」に種を植えるべ
く、短い命を燃やした一人の天才の軌跡を描き出
す。

 読書感想文全国コンクール 課題図書タイトル 

小学校低学年 

山のちょうじょうのきのてっぺん 
おれ、よびだしになる 
タヌキのきょうしつ 
ながーい 5 ふん みじかい 5 ふん 

小学校中学年 

青いあいつがやってきた!? 
ねこと王様 
ポリぶくろ、1 まい、すてた 
北極と南極の「へぇ～」くらべてわかる地球のこと 

小学校高学年 

ヒロシマ 消えたかぞく 
月(るな)と珊瑚(さんご) 
飛ぶための百歩 
風を切って走りたい! 夢をかなえるバリアフリー自転車 

中学校 
天使のにもつ 
11 番目の取引 
平和のバトン 広島の高校生たちが描いた８月６日の記憶 

高等学校 
廉太郎ノオト 
フラミンゴボーイ 
キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン 

※三町村内の図書室は相互協力をしていますので、借りたい本が近くの図書室にない
場合は、カウンターまでお気軽にお問い合わせください。 



 

 

 

 

お昼ごはんに作ってみませんか？  

 

カルボナーラ（材料は２人分です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コールスローサラダ 
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オレンジ寒天ゼリー 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 申込・問合せ  相楽東部広域連合教育委員会生涯学習課 ☎ 0774-78-4335 

【編集後記】      過ごしやすい季節は去り、今年も暑い夏がやってきました。新型コロナウイルスの影

響でこれまでとは違った夏を過ごすことになるかもしれませんが、そんな中でも生活に楽しみを

見出せるお手伝いができれば幸いです。引き続き、感染症対策や熱中症予防にも気を配りながら

心身ともに健康的に夏を乗り越えましょう。 Kuboshiba 

【作り方】 

①パスタは塩ゆでする 

②ボウルに卵をわって溶きほぐし、生クリーム、粉チーズ

（大さじ１残す）塩、粗びきコショウを入れまで合わせる。 

③フライパンで１㎝に切ったベーコンを（油を引かずに）

表面がカリッとするまで炒め、白ワインを入れに詰める。 

④茹でたパスタを入れ温め②を入れて手早く和える。 

 （半熟状態） 

⑤器に盛り、残しておいた粉チーズ、好みで塩コショウを

かける。 

【材料】パスタ  160ｇ 

     塩   適量 （茹でる塩） 

    ベーコン 70ｇ 

    白ワイン 大さじ２ 

     卵   1.5個 

    生クリーム 大さじ３ 

粉チーズ 50ｇ 

塩、粗びきコショウ 少々 

【材料】キャベツ  100ｇ 

    粒コーン  30ｇ 

    ハム    2枚 

    マヨネーズ   大さじ 1 

    酢       小さじ 1/2 

    砂糖      少々 

 

【作り方】 

①キャベツは少し大きめにみじん切りをして、塩ひとつま

みをふり、１５分おいて水気をギュッと絞る。 

②ハムは１㎝弱の角切りにする。 

③ボウルに水を切ったキャベツ、粒コーン、ハムをＡの調

味料で和える。 

【材料】 

    粉寒天 4ｇ 

     水  200ｃｃ 

   オレンジジュース（常温）300ｃｃ 

   砂糖 お好みで（無しでも OK） 

 

【作り方】 

①鍋に水 200ｃｃと粉寒天 4ｇを入れて中火にかける。 

②沸騰したら火を弱めかき混ぜながら２分間煮、溶かす。 

③水で濡らした容器に②の寒天液を流しいれ、冷やし固め

る。 

※甘めがお好みの方は、①の時、砂糖を加える。 


