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でも実は
農業初心者です。

そんな二人が図書館に来てくれました。

　星　利彦 です。
僕は猟師になりたいです。山で猟を生業にする
初めの一歩を小鹿野町で踏み出したところです。
小鹿野の猟師の皆さんからたくさんの技を学ん
でいます。それをしっかり受け継いで、将来の
山を守る若い世代を育てたい。出身は福島県で
す。いつか福島の山が再生されたら、何かの形
で恩返しもしたいですね。まずは、小鹿野の山
の恵みをアピールしていきます。

太田　誠 です。
東京でカフェをやってました。「油」にとても
興味があります。健康の基本なんですよ油は。
自分でもエゴマから油を絞っていて、そうす
るとエゴマの出所も気になってくるんです。
だから小鹿野でエゴマを育てて油を絞って製
品化まで取り組んでいきます。小鹿野町を健
やかに盛り上げていきたいです。

――太田さんは、 小鹿野町に来てすぐに図書

館に来てくれましたね。

太田 ・ そうですね。 何か調べものする時は、

図書館に行きますね。 前に住んでいた所は図

書館がすぐ近くにあったので、そういう習慣になっ

たというか･･･図書館って無料ですからね。 笑

――そう、 何時間いても無料！！　そこ、 強調し

たいです。都会の図書館とくらべていかがです？

太田 ・ しっかりと本を選んでるんだなぁと思いま

した。 数はまあ少ないかもしれない

けど、 読みたいと思う本がたく

丈夫」 って聞いてましたが、 育つまでは意外と

デリケートで…思ったより大変です。 まだ、 初心

者なので色々試しながら栽培したいと思います。

搾油の前に料理にも使ってみたいです。

――エゴマ栽培･･･メモしておきます。星さんは？

星 ・ 師匠と一緒に仕掛けた罠を見回ったり、 電

気柵を張る手伝いをしています。 フェイスブック

にも載せましたが、 先日アライグマが捕まりまし

たね。可愛いかったけど、捕まった以上は「害獣」

として殺処分するしかありません。

なので、 処分した後に食べること

しかできないのが悲しいところです･･･。

――ひぇ、 アライグマ食べられるんだ･･･。

どんな図書館だったら利用しやすいですか？

星 ・ 今どきのカフェみたいな、 本を読むのと一

緒に何か食べたりできたらいいなと思いました。

太田 ・ こっち来て思ったんです、 車で移動だか

ら 「本を読む隙間」 がないなって。 なにか本を

読む仕掛けが必要なのかな、 と思いました。

星・学校のときとか、ありましたよね。 読書デー

みたいなの。

太田 ・ 読書にハードルを高く感じてる人が

多くないですか？もっと気軽に、 写真集と

かもあるし、 ナナメに読んで面白くなかった

らやめてもいいし。 みなさ～ん、 もっと図

書館に行きましょう～。 僕は友達と本を貸

し合って、 その本について一緒に話したりするの

が楽しいので、 図書館でも本について語れる場

所があったらいいんじゃないですか？

――イートインに読書会ですね。 貴重なご意

見ありがとうございます。 では最後に本につい

て伺います。 オススメの本を教えてください。

太田 ・ やっときましたね、 その質問。 （笑）　聞

かれるだろうと思って考えてきましたよ。 石田衣

良の 「うつくしい子ども」。 神戸の連続児童殺

傷事件を基にして書かれた小説です。 これはハ

マリました。 本に引き込まれる体験ができると、

本好きになるんじゃないですか。 それから、 池

上彰さんの本はわかりやすいですよね。 農業も

経済を考えながらやる時代だと思うんです。 あ、

あと最近気になる油脂科学の本とか…これはマ

ニアックすぎますかね。

――購入できなくても、 他館から取り寄せる

サービスがあるから大丈夫ですよ。 リクエスト

に応えるのが図書館の使命ですから。 星さん

はなにかオススメや、気になる本がありますか？

星 ・ 剥製の作り方と、 レザークラフトの本がある

といいですねえ。 なかなかネットから情報を得ら

れないので。 自分で獲った動物の皮も利用して

いけたらいいなあ、 と思ってるんです。

――探しておきます。 図書館がリクエストに応

えることも地域おこしに繋がっていきそうでワク

ワクします。 とっても気さくで、 熱意のある協力

隊のお二人でした。 ありがとうございました。

太田 ・星　僕たちを見かけたら、 どうぞ気軽に

遠慮なく !　声をかけてください。 時間があるとき

は、 小鹿野の方たちと、 もっともっと関わってい

きたいです。 よろしくお願いします。

さんありますね。

――星さんは、 どうでした？ここの図書館。

星 ・ うー。 あまり本読まないんですよ。 図書館

もあまり行ったことない･･･かな。 でもこの前、 太

田さんに連れてきてもらって借りた本は、 よかっ

たです。 役に立ちました。

――普段はどんな活動をしていますか？図書館

の選書のヒントに聞かせてください。

太田 ・ エゴマの栽培をしています。 「エゴマは

移動図書館

おはなしの会

８月はお休みです。
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時間延長 (８月）

■本館 ○分室

休館日変更 視聴覚室開放

夏休み期間中、 視聴覚

室を開放します。 学習

＆調べ学習などにご利

用ください。

月曜日も利用できます。

夏休み期間中、 分室は

毎日開館しています。 読

書＆学習などにご利用く

ださい。 本館は８月の館

内整理日をとりません。

本館 水 ・ 木 夜７時まで

時間を延長して開館して

います。 お仕事帰りに！

夕涼みに！ご家族でお

でかけください。

1 2 3

６・１２ヶ月と満２歳児の健診会場（児童館）で、絵本プレゼント ＆ 読み聞かせ講話

8月31日(木)
13：30～

9月26日(火)
13：30～

6ヶ月・ブックスタート

H29年2月生まれ

1歳ブックスチャレンジ

H28年8月生まれ

H27年8･9月生まれ

２歳ブックスチャレンジ

新着案内は紙面の都合上掲載しませんでしたが今月
もたくさん資料が入りました。詳しくは館内もしく
は蔵書検索HPでご覧ください。

紙面の都合により、載せることができませんでしたが、今月もたくさんの
資料が入りました。館内もしくは蔵書検索HPにてご確認ください。新着資料案内

本館

分室

８月

ブックスタート

ブックス

チャレンジ事業

『調べる』は
進んでる？

調べる学習相談会

まだまだ受付中！

8/26
( 土 )
13:30 ～
　　17:00

全国コンクールの審査員 ・小畑信夫さんが調べ

る学習の相談にのってくれます。 もっとよくなるヒ

ントも教えてくれるかも。

過去の優秀作品 （複製） も展示しています。

まだまだ間に合う調べるコンクール。

夏休みの自由研究や、 調べるコンクールの

研究は進んでいますか ? 図書館では 「調べ

る」 サポートをしています。 わからないことが

あったら図書館へ足を運んで、 カウンターで

お気軽に声をかけてくださいね！

紙とあそぼう、紙で作ろう

ペーパークラフト講座
● 8/20( 日 ) 13:30~

●定員 15 人 / 小学生～中学生
●両神ふるさと総合会館研修室
●講師 浅見雅信さん
●参加費 300 円　●持ち物・はさみ
●申込締め切り 8 月 18 日 ( 金 )

平べったい紙が、大変身！
ペーパークラフトの世界で
大活躍中の浅見さんの作品
を見せてもらったり、自分
で作ってみたり。作り方の
ヒントを教えてもらおう！

浅見さんの作品・
　　　　　　シママルトビムシ

日 月 火 水 木 金 土

51 2 3 4

6 8 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20

27

21

28

22 23 24 25 26

29 30

7

31

Calender AUGUST＜8 月＞

日 月 火 水 木 金 土

21

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17

24

1818

25

19 20 21 2222

26 28 2927

23

30

SEPTEMBER＜９月＞



5 4 3 2 1

一

二

銀
飛

桂

金

金

玉

三

四

五

持
駒　

角
金

五手詰
5 4 3 2 1

一

二

銀

飛角

玉

と

三

四

五

持
駒　

金
桂

三手詰

DVD 聖の青春　
森義隆監督／ KADOKAWA

病と闘いながら早世した伝説の棋士 ・ 村山聖の

生涯を描く感動実話。 松山ケンイチ主演

NEW

NEW

NEW

３月のライオン
羽海野チカ 著／白泉社 

主人公 ・ 桐山零は幼いころに家族を失い、 15

歳でプロ棋士になった。 孤独な少年が、 偶然

出会った和菓子屋の３姉妹と心を通わせて行

く。 将棋部分は棋士の先崎学が監修を務める。

一冊で差がつく！将棋上達のコツ 50　
勝ち方がわかる本
屋敷伸之監修／メイツ出版

めざせ名人 ! 必ず知っておきたい基本と 「対局で

勝つ」 ためのポイントをわかりやすく解説。

勝つための手筋が見えてくる一冊。

「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本
茂木健一郎　羽生善治著／徳間書店

「ほら、 あれだよ。 なんだっけなー」 なぜ起こるのか、 ど

うすればなくなるか、 ２人の天才がその謎を解き明かす！

世界のピークパフォーマーが実践する
脳を操る食事術 
石川三知著／ SB クリエイティブ 

トップアスリートを育てた最強栄養士が明かす ! 「集中力」

を最高に高める食事術とは――。

増補新版 
モンテッソーリ教育を受けた子どもたち
相良敦子著／河出書房新社

脳に効くと言われるモンテッソーリ教育。 千差万別の成長

の過程でどうなっていくか、 どう結びつくかを解説。

将棋将棋
しょうぎ 【将棋】　　縦横１０本の線で区切り、

８１のます目を書いた盤上で、 二人がそれぞ

れ２０の駒を持ち、 交互に動かして王将をせ

めるゲーム。 角川必携国語辞典より

将棋は、 古代インドで紀元前３世紀ごろ創

造されたと推定される。 それがいくつかの

ルートで世界各地に伝えられた。 日本へ

は東南アジアから中国南岸地方を経て、

伝来したと考えられるが物証や記録はない。 将棋につ

いての最古の文献は１１世紀初めの藤原行成 「麒麟

抄」。 幾多の変遷を経て現在の型になったのは、 １６

世紀の後半と推定される。 参考 ・平凡社世界大百科事典

図書館の特設将棋コーナーには、「将棋」にまつわ

る様々な本を集めました。エッセイや将棋の小説だ

けでなく、棋士情報から思いつく関連本も並んでい

ます。将棋三昧な夏！Ri��　O�！

終盤の力強い攻撃の技を磨くのに大

変有効な詰め将棋。 藤井四段が小

６で詰め将棋の大会に優勝したなどと

聞くと、 やってみたくなりませんか。

答えは図書館にあります。 『詰将棋１８０戦』 田中　至著　弘文出版刊　1995　より

特　集

＜詰め将棋のルール＞

詰め手方の手番より開始し、 王手の連続で玉を詰

める。①玉方は、 最長手数になるように応手する。

②攻方は最短手順になるように玉を詰める。③玉方

は残り駒全部を合駒に使用することができる。④二歩

禁　⑤王手の千日手は不詰　⑥打ち歩詰め禁　⑦行

き所のない駒は打てない。 さあ、 挑戦してみよう！

イラスト ・
　　いでうらゆみ

　　　将棋は３０くらいのときから始めて、

　今９０だから６０年くらいやってら

いな。なにしろ当時は何も無かったも

んだから、みんなで集まって将棋なん

かやったんだぃ。将棋は勝ち負けがあ

るけど、やっぱり仲間と打つというの

が楽しくて将棋クラブを立ち上げた

んよ。平成 17 年に近藤惠一さん

の勧めで囲碁と一緒のクラブにし

て、まぁ活動は月に２回だな。

最近は藤井四段のおかげもあっ

て、将棋を打ちに来る人が増

えたねぇ。若い子も来るよう

になったよ。興味があった

らいつでもいいので、ぜひ来てみてください。

初めてでもみんなで手取り足取り教えるから。

将棋っつーなぁ、
　まさか奥深いやね。

知ってたかね？将棋のルーツ

両神将棋囲碁

クラブ会長

 坂本 覚さん

最近では、小学生もやってくる。

達人に

　きいてみた

日時・毎月第１、第３の土曜日 10 時～ 17 時

場所・両神ふるさと総合会館　和室

図書館に、 将棋の
本をたくさん揃え
てあります～。

将棋に出会う夏～

世界に誇

る将棋界の

天才、羽生善治

名人の思考回

路がすごい！

1000 手先まで脳内でシミュ

レーションし、勝ちパター

ンを見つけていくのだという。

将棋対局中のおやつや食事の話題

も楽しいですね。子どもの時から、

脳にいい食事をとって、頭を鍛えま

しょう。藤井聡太四段快進撃の要因

は、並外れた集中力だ。「１００年に

１人」といわれる

天才中学生の原

点が「モンテッ

ソーリ教育」に

あるのか？


