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長野県の新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、
１月２８日(金) ～ ２月２０日(日) まで、臨時休館の予定です。

臨時休館
の
お知らせ

・休館中は、東側車庫にて予約本の貸出専用窓口を設置します。（火曜日を除く 10 時～16 時）
・インターネット及び電話にて、資料の予約が可能です。 （臨時窓口では予約を受け付けておりません）
・玄関横の返却ポストで、常時返却が可能です。
（CD/DVD/CD-ROM が付録にあるものはポストへは返却できません。臨時窓口へお返しください）

詳しくは、長野市立図書館ホームページをご覧ください。

第１６６回 直木賞・芥川賞

決定！！

直木賞
さいお う

たて

『塞王の楯』
こくろうじょう

『黒 牢 城 』

芥川賞

いまむら しょう ご

今村 翔 吾／著 集英社《Ｆ イ》
よねざわ ほ のぶ

米澤穂信／著 KADOKAWA《Ｆ ヨ》

すなかわ ぶ ん じ

『ブラックボックス』 砂川文次／著 講談社《Ｆ ス》

「川中島平を」
仕事を終えて、大型店の続く国道１８号線・南バイパスを通って自宅へ向かう。途中、県道７
７号線にかかる高架橋を渡る。仕事帰りの安堵感が、風景に目をやる余裕を与える。
南には、県道７７号線に沿って色鮮やかな看板が並ぶ商業施設が連なり、その先には、スマー
トな山容の冠着山が、川中島平を見下ろすように鎮座している。そして、北には犀川をはさんで
住宅地が広がっている。一日働いた充実感を感じられる風景であった。
しかし、この風景を違った思いで見るようになったのは、ある書籍との出会いからである。長
野県地理学会の編による労作「地形図でたどる長野県の 100 年」である。見開きで並んだ大正
元年と平成９年の川中島平の地図に、この数十年の大きな変化をまざまざと見せつけられたから
だ。
冠着山も犀川も変わらずそこにあるが、川中島平に生きる私たちの営みは、大きく変化してき
た。かつては、犀川がもたらした扇状地の豊かな土壌を活かし、田畑や桑園が広がっていた。そ
してリンゴ・桃の果樹栽培に取り組む農村の暮らしがあった。
しかし、長野冬季五輪開催に伴い基幹道路などの整備が進み、川中島平は一変した。道路開通
に伴い、田畑は減り、商業施設が立ち並び、住宅地が広がっている。
この２つの地図を目にしてから、高架橋を渡る私の中にこんな思いが沸き上がる。堂々とそび
える冠着山から、
「これからの川中島平は、何を大事にしていくのか？」
「どんな地域にしたいの
か？」そう問われているような気がするのである。
便利になった半面、失ってしまったものもある。何を残し、発展させていくのか、個人ではど
うしようもないこともあるが、考え続け、自分のできる事を行動に移していきたいと思う。
寄稿：サマンサＬ
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『ウスビ・サコの「まだ、空気読めません」』 ウスビ・サコ／著 世界思想社 ≪３６１．５ サ≫
『60 代からの鎌田式ズボラ筋トレ』 鎌田 實／著 エクスナレッジ ≪４９８ カ≫
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『長野の怖い話』 丸山 政也／著 TO ブックス ≪Ｎ３８８マ≫
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『信州後世に遺したい歌 50 選』 鹿島 岳水／著 ほおずき書籍 ≪Ｎ ７６０ カ≫
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『今夜はこの鍋で決まり!』 藤野 嘉子ほか／著 家の光協会 ≪596 コ≫
『ジンジャースイーツ』 若山 曜子／著 立東舎 ≪596 ワ≫
『ゆーママのスープのお弁当』 松本 有美／著 飛鳥新社 ≪５９６ マ≫
『知識ゼロからの甘酒入門』 石澤 清美／著 幻冬舎 ≪５９６ イ≫

温かい料理・飲み物の本
バレンタインの本
テーマ本コーナーにあります

『チョコレートスイーツ BOOK』 SEIJIN／著 KADOKAWA ≪５９６ セ≫
『失敗しない!チョコレート菓子のテクニック』 熊谷 裕子／著 旭屋出版 ≪５９６ ク≫
『コンビニ菓子でデコ★スイーツ作っちゃお!』 Junko／著 メディアファクトリー ≪５９６ シ≫
『ラッピングアイデアブック』 オギハラ ナミ／著 朝日新聞出版 ≪３８５ ラ≫

日

開館時間：午前１０時～午後６時
■は休館日です
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