長野市立南部図書館
〒388－8006

ハートフルなんぶ
２０２１．６月号

長野市篠ノ井御幣川 1201 番地
TEL （026）292－0143
FAX （026）292－0559
https://library.nagano-ngn.ed.jp/

vol. ２７２

南部図書館休館のお知らせ
６月２２日(火)～７月６日(火)まで
蔵書点検のため休館とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
なお、本の返却は玄関横の返却ポストをご利用下さい。

新スタッフ紹介『第２回』

今月も２名の職員を紹介します。

４月から働かせていただいております高橋
と申します。１日でも早く南部図書館の仕
事を覚えて、皆様のお役に立てるよう頑張
ります。どうぞよろしくお願いします。

４月から勤めさせていただいています土屋
と申します。一日一日を大切にして努力を
続けていきたいと思っています。よろしく
お願いします。

『灰の劇場』 恩田 陸／著 河出書房新社 ≪Ｆ オ≫
『代理母、はじめました』

垣谷 美雨／著 中央公論新社 ≪Ｆ カ≫

『大義』 今野 敏／著 徳間書店 ≪Ｆ コ≫
『その扉をたたく音』 瀬尾 まいこ／著 集英社 ≪Ｆ セ≫
『いわいごと』 畠中 恵／著 文藝春秋 ≪Ｆ ハ≫
『Ｇｏ Ｔｏ マリコ』 林

真理子／著 文藝春秋 ≪９１４．６ ハ≫

『大人の流儀 10』 伊集院 静／著 講談社 ≪９１４．６ イ １０≫
『クララとお日さま』 カズオ・イシグロ／著 早川書房 ≪９３３ イ≫
『おしゃれ防災アイデア帖』 Misa／著 山と溪谷社 ≪３６９ ミ≫
『ミニマリスト、41 歳で 4000 万円貯める』 森 秋子／著 KADOKAWA ≪５９０ モ≫
『家族の味』 平野 レミ／著 ポプラ社 ≪５９６ ヒ≫
『ワタナベマキの 10 の定番弁当』 ワタナベ マキ／著 扶桑社 ≪５９６ ワ≫
『パパのトリセツ 2.0』 おおた としまさ／[著]
『庭にほしい木と草の本』

ディスカヴァー・トゥエンティワン

≪５９９ オ≫

草木屋／著 農山漁村文化協会 ≪６２９ ニ≫

『ポツンと秘境駅』 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 ≪６８６ ホ≫
『３色から始める 描こう！リアル色鉛筆』 三上 詩絵／著 日貿出版社 ≪７２５ ミ≫
『信州 '22』 昭文社 ≪Ｎ２９９ シ ２２≫

『今の空から天気を予想できる本』 武田 康男／著 緑書房 ≪４５１ タ≫
『地球の神秘』 新人物往来社／編 新人物往来社 ≪４５１ チ≫
『雲のコレクション』 古川 武彦／文・写真 洋泉社 ≪４５１ フ≫
『ゆきの日』 菊田 まりこ／え・ぶん 白泉社 ≪７２６ キ≫
『天空への願い』 KAGAYA／著 河出書房新社 ≪７４８ カ≫
『太陽柱(サンピラー)』 高橋 真澄／著・写真 青菁社 ≪７４８ タ≫
『雪と星と太陽のペーパークラフト』 アヤコ・ブロデック／著 マール社 ≪７５４ フ≫
『雨を、読む。』 佐々木 まなび／著 芸術新聞社 ≪８１４ サ≫
『雨のなまえ』 窪 美澄／著 光文社 ≪Ｆ ク≫
『大雪物語』 藤田 宜永／著 講談社 ≪Ｆ フ≫
『なにごともなく、晴天。』 吉田 篤弘／著 毎日新聞社 ≪Ｆ ヨ≫
『風と雲のことば辞典』 倉嶋 厚／監修 講談社 ≪Ｂ４５１ カ≫

グライダーの風景
ベランダを掃除しようと外に出てみると、市街地の向こうの新緑の山を背景に、白い小さな飛行物体が
上昇していくのが見えた。目を凝らすと、2 機のグライダーがそれぞれ距離を置いて千曲川の上空を悠々と
飛行しており、ときどき機体に西陽を反射させて銀色に輝いた。それは以前も見たことのある光景だった
が、その日に限って目を離せなかった。
というのも、この日の午前中の天気は、朝から強い南風が吹きときどき突風が暴れまわるほどで、午後
になりようやく収まってきたところだった。こんな日でも飛行は大丈夫なのだろうか？そういう疑問と不
安が広がった。しかし心配しているうちに、そもそもグライダーというものがどうやって飛ぶのか、自分
に何の知識もないということに気づかされたのだった。
「長野グライダー協会」のホームページに風についての記述があった。動力を持たないグライダーは離
陸するために航空機やウインチの力を借りて空へ上がるが、滑空のエネルギーを維持しながら高度を保つ
ために上昇気流を利用するのだという。
山に囲まれている長野市は寒暖の差が大きく、夜の冷えた空気が暖められてそれが昼間に熱的低気圧に
なる。そこに向かって局地的に吹き込む風が熱上昇気流だという。グライダーはその微妙な風の動きを細
かく観察しながら捕まえて、操縦技術を頼りに飛行を続けるスポーツといえる。
最近では低気圧が近づくたびに強風の注意報が出される。そのせいか「風」といえば突風や竜巻のよう
な災害のメージが強くなっていた。そうした自然の脅威には逆らえないものの、一方で風の恩恵があるか
らこそ高い空まで飛べるのだ。そんなことをようやく理解した私は、グライダーが視界から消えるまで見
つめ続けていたのだった。
寄稿：グレコ

は休館日です。
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