長野市立南部図書館
〒388－8006

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/

臨時休館延長のお知らせ
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) ～ ３月６日(日)まで、臨時休館の予定です。
・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（１０時～１６時）にて、資料の予約が可能です。 （臨時窓口では予約できません）
・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、大型絵本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。
『日本桜の名所 100 選』 主婦の友社 ≪２９１．０９ ニ≫
『藤井旭の星座と星座神話 春』 藤井 旭／著 誠文堂新光社 ≪４４３ フ≫
『野の花づくし 春・夏編』 木原 浩／写真・文 平凡社 ≪４７０ キ≫
『大人の春夏素敵なニット』 ブティック社 ≪５９４ オ≫
『おいしい雑草料理』 小崎 順子／著 サンルクス ≪５９６ オ≫
『四季の茶花を楽しむ 春』 世界文化社 ≪７９１ シ≫
『春待ち雑貨店ぷらんたん』 岡崎 琢磨／著 新潮社 ≪Ｆ オ≫
『春は始まりのうた』 小路 幸也／著 祥伝社 ≪Ｆ シ≫

『掌篇歳時記 春夏』 瀬戸内 寂聴ほか／著 講談社 ≪Ｆ シ １≫
『桜の森の満開の下』 坂口 安吾／著 立東舎 ≪Ｙ ９１３ サ≫
『いっしょにあそぼ草あそび花あそび 春夏編』 佐藤 邦昭／著 かもがわ出版 ≪３８４ サ≫

『ミチクサ先生 上・下』 伊集院 静／著 講談社 ≪Ｆイ≫
『吾妻おもかげ』 梶 よう子／著 KADOKAWA ≪Ｆカ≫
『李王家の縁談』 林 真理子／著 文藝春秋 ≪Ｆハ≫
『フェイクフィクション』 誉田 哲也／著 集英社 ≪Ｆホ≫
『残照の頂』 湊 かなえ／著 幻冬舎 ≪Ｆミ≫
『歎異抄ってなんだろう』 高森 光晴／著 1 万年堂出版 ≪１８８シ≫

『永田町動物園』 亀井 静香／著 講談社 ≪３１２カ≫
『超話し方図鑑』 五百田 達成／著 飛鳥新社 ≪３６１．４イ≫
『クジラのおなかに入ったら』 松田 純佳／著 ナツメ社 ≪４８９マ≫
『ローカルおやつの本』 グラフィック社編集部／編 グラフィック社 ≪５９６ロ≫
『まるありがとう』 養老 孟司／著 西日本出版社 ≪６４５ヨ≫
『はじめてでも作れるみんなの紙バンド雑貨 vol.7』 ブティック社 ≪７５４ハ７≫
『日本語脳でも大丈夫！英語が 3 秒で出てくる本』 澤 佐和子／著 すばる舎 ≪８３０サ≫
『雪見酒』 佐伯 泰英／著 文藝春秋 ≪ＢＦサ２１≫
『しゃばけごはん』 畠中 恵／著 新潮社 ≪Ｂ５９６ハ≫
『雪に生きる』 猪谷 六合雄／著 カノア ≪Ｎ７８０イ≫

「春の里山でアプデしたい！」
子供たちと恒例の里山登山の季節がやってくる。行くのは決まって春。
夏の里山は標高が低いのですごく暑いし(涼しい朝に行けばいいのだが朝がめっぽう弱い)、小
さい虫が顔にまとわりつくし、わたしの身体的負担で却下。さらに、秋はスズメバチの気に障
り、顔めがけて飛んできて怖い思いをしたり、ガサガサと木々の陰から物音がするだけで、熊
か！？熊か！？と私が大騒ぎ。 結局、春なら早起きしなくてもいいし、気温は丁度いいし、熊
の心配はあるが登山者も多く、熊鈴を鳴らしながらいけば正味二時間のご近所登山には最高の季
節なのだ。
コロナが蔓延してからは不思議な光景を目にすることもある。トレイルランニング(山道をラン
ニングしながら登る)をしている数人のグループがマスクをして登山道を走っていたり、人一人通
れるかどうかの山道のすれ違いで、山の斜面にこれでもかと体をくっつけてすれ違う人。 私た
ちモタモタ 3 人組は、山の斜面にへばりついたその登山客を横目に、
「ｽﾐﾏｾﾝ、ｽﾐﾏｾﾝ」と小声で呪
文のように唱えながら横を通り過ぎていく。 コロナ前であれば「こんにちは～笑」とか「どう
ぞ～笑」とか初めて会う物同士ながら、微笑ましい一場面であったはず。コロナウィルスは、こ
んな些細なコミュニケーションをも奪ってしまったのか、と心底感じ入った。 ある印刷会社
が、アフターコロナで感情伝達を補う効果のある LED 実装のスキンシートを開発したとニュース
で目にした。何に使うのだろうと首をかしげていたが、面白い使い方があるのかもしれない。
コロナ禍で会う人が制限され、情報は自分の興味のあるインターネットニュースや本、SNS だ
けになっていた。いつもと違う場所へ行き、知らない人と会って話す。些細な出来事だけど、そ
れがどれだけ自分自身のアップデートになるのかは計り知れない。子ども達なら尚更だ。コロナ
前に戻るのはもう少しかかりそうだが、今年も桜や杏の花を見ながら里山登山を楽しむつもり
だ。
寄稿：夕焼けざくろ

１位 『透明な螺旋』 東野 圭吾／著 文藝春秋 ≪Ｆ ヒ≫

予約ベスト 10

２位 『硝子の塔の殺人』 知念 実希人／著 実業之日本社 ≪Ｆ チ≫

５位 『さよならも言えないうちに』 川口 俊和／著 サンマーク出版 ≪Ｆ カ≫

令和４年１月

～

４位 『黒牢城』 米澤 穂信／著 KADOKAWA ≪Ｆ ヨ≫

期間
令和３年 8 月

２位 『変な家』 雨穴／著 飛鳥新社 ≪Ｆ ウ≫

６位 『三千円の使いかた』 原田 ひ香／著 中央公論新社 ≪Ｆ ハ≫
７位 『ミカエルの鼓動』 柚月 裕子／著 文藝春秋 ≪Ｆ ユ≫
８位 『流浪の月』 凪良

ゆう／著 東京創元社 ≪Ｆ ナ≫

９位 『そして、バトンは渡された』 瀬尾 まいこ／著 文藝春秋 ≪Ｆ セ≫

１０位 『塞王の楯』 今村 翔吾／著 集英社 ≪Ｆ イ≫
１０位 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ２』 ブレイディみかこ／著 新潮社 ≪376 フ 2≫
１０位 『闇祓』 辻村 深月／著 KADOKAWA ≪Ｆ ツ≫
１０位 『李王家の縁談』 林 真理子／著 文藝春秋 ≪Ｆ ハ≫

日

開館時間：午前１０時～午後６時
■は休館日です
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