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図書館からの重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症については、感染力が強い変異ウイルス（デルタ株）のまん延が広がってい
るため、県の感染症警戒レベルが「５」に引き上げられ、感染が顕著に広がっている状態です。
それに伴い南部図書館では、これまで行ってきた感染症対策に加え、館内での滞在時間を３０分以内
とし、本や新聞などをご覧いただく閲覧席や学習室の使用の休止、コピー枚数の制限、おはなし会などイ
ベントの中止とともに、ボランティアの皆さんの活動を見合わせております。利用者の皆さまにはご不便
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、上記は８月２３日(月)現在の対応となります。最新の状況は、長野市立図書館ホームページまた
は南部図書館へお電話でお問合せください。

第２３回南部図書館まつりの開催について
１０月２３日(土)、2４日(日)の２日間、南部図書館まつりの開催を予定しております。新型コロナウイルスによ
る感染症拡大防止のため、催し物などについては検討中です。状況によりましては開催できなくなる場合もご
ざいますので、ご了承下さい。詳細についてはホームページ等でお知らせいたします。

『初めての本 思い出すのは…』
初めて本をプレゼントされたのは、たしか 10 歳の誕生日だったと思う。しっかりとしたブックケースに納め
られたその本は、伝記「シュバイツァー」
。子ども向けながら丁寧な装丁で、白髪に髭を生やした肖像画と診療の
合間にオルガンを弾く写真を、今も思い出すことができる。
アルザス＝ロレーヌ地方で生まれた博士は、キリスト教の教えをもとに医学も学び、人々に奉仕したいとアフ
リカのガボン共和国で、医療活動・病院建設を行った。また原生林での生活から得た、自他ともに生命を尊重し
共存をめざす考え方を伝えている。子どもながらに、鶏小屋での診療などその献身的な活動に感動し、記憶され
てきた。
そして図らずも現在、世界中で多くのドクターが、日夜、懸命に人々を救おうとしている。新型コロナウイル
ス感染症という新たな困難と向き合い、更に医療に携わる多くの方々が、心を砕きながら手を尽くしている。
家族や親せきも医療機関に勤めており、離れた地で働く彼女らが健やかでありますように、と祈る日々である。
そして感染激増のこの夏、初めて新型コロナウイルス感染症に関する書物を読んでいる。
この感染症の厄介な点として、
「感染者によっては、症状が出る前にすでに感染力を持っているため、ウイルスを
排出しながら動けてしまう。感染して抗体を持っている人が少なく、免疫を持っていない人のほうが多い。そう
いう人たちは少量のウイルスでも感染する。
」と記されている。このことと、感染者の若い世代の割合増加のニュ
ースを見るにつけ、早急のワクチン接種の拡大・隔離体制の整備を、と願わずにはいられない。
そして、自分と周りの人の健康を守るために、これからも換気に気をつけ、手洗い・うがいを励行していきた
いと思っている。
参考文献 （現在読んでいる書籍）
「もうだまされない 新型コロナの大誤解」

西村秀一／著 幻冬舎 〈498 ニ〉
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『星に祈る』 あさの あつこ／著 PHP 研究所 ≪Ｆ ア≫
『梅花下駄』 佐伯 泰英／著 文藝春秋 ≪Ｆ サ≫
『琥珀の夏』 辻村 深月／著 文藝春秋 ≪Ｆ ツ≫
『リボルバー』 原田 マハ／著 幻冬舎 ≪Ｆ ハ≫
『ひらめく！作れる！俳句ドリル』 岸本 尚毅／著 祥伝社 ≪９１１．３ キ≫
『キャクストン私設図書館』 ジョン・コナリー／著 東京創元社 ≪９３３ コ≫
『もう一杯、飲む？』 角田 光代／著 新潮社 ≪ＢＦ モ≫
『AI は人間を憎まない』 トム・チヴァース／著 飛鳥新社 ≪００７ チ≫
『習慣超大全』 BJ.フォッグ／著 ダイヤモンド社 ≪１５９ フ≫
『言いなりにならない江戸の百姓たち』 渡辺 尚志／著 文学通信 ≪２１３ ワ≫
『江戸の怪談』 にほんの歴史★楽会／編 出版芸術社 ≪３８８ エ≫
『鎌田式健康手抜きごはん』 鎌田 實／著 集英社 ≪４９８ カ≫
『今だから、家事のしくみを、整える』 主婦と生活社 ≪５９０ イ≫
『植物と暮らすアイデア』 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 ≪６２７ シ≫
『3 分ほぐ筋ストレッチ』 広瀬 統一／著 学研プラス ≪７８１ ヒ≫
『気持ちを表すことばの辞典』 飯間 浩明／監修 ナツメ社 ≪８１４ キ≫
『この平和への願い』 信濃毎日新聞社／編 信濃毎日新聞社 ≪Ｎ ３３４ コ≫
『池上彰の君と考える戦争のない未来』 池上 彰／著 理論社 ≪Ｙ ３１９ イ≫

『2011 年に出た子どもの本』 教文館子どもの本のみせナルニア国／編 教文館 ≪０２８ ニ≫
『万人のための点字力入門』 広瀬 浩二郎／編著 生活書院 ≪３７８ ヒ≫
『ネットに編みつけて作るエコアンダリヤの使いやすいバッグ』 アップルミンツ ≪５９４ ネ≫

『ロブスターの歴史』 エリザベス・タウンセンド／著 原書房 ≪６６４ タ≫
『神々への美宝』 宗像大社／企画・監修 求龍堂 ≪７０２ カ≫
『江戸の絵すごろく』 山本 博文／監修 双葉社 ≪７２１ エ≫
『おもちゃ絵づくし』 アン・ヘリング／著 玉川大学出版部 ≪７２１ ヘ≫
『1 年に 1 度のアイスクリーム』 ロビン・ロイド／詩 コンテンツ・ファクトリー ≪７２６ ナ≫
『16〜19 世紀のステンド・グラス』 江川 淑夫／著 彩流社 ≪７５１ エ≫
『世界の国歌・国旗』 弓狩 匡純／著 KADOKAWA ≪７６７ ユ≫
『この本を書いたのは誰だ？』 村上 征勝／著 勉誠出版 ≪８０１ ム≫
『スポーツで働く』 谷 隆一／著 ぺりかん社 ≪Ｙ ３６６ ナ ホ－２２≫
『世界の料理いただきまーす。トルコ・ハンガリー』 尾崎 曜子／編+絵 アリス館 ≪Ｙ ５９６ セ≫

『ハイドアンドシーク [1]』 伏見 俊行／著 大蔵財務協会 ≪Ｆ フ １≫
『ハイドアンドシーク 2』 伏見 俊行／著 大蔵財務協会 ≪Ｆ フ ２≫
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