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名都借の木

２０１４年の読書週間のテーマは「めくる めぐる 本の世界」です。
本のページをめくるとき、私たちは本が導くままに、遠く離れた場所、
ずっと昔やはるか未来の出来事、人の心のなかをめぐっていきます。
宮沢賢治が作詞作曲した「星めぐり
の唄」は、彼の作品「銀河鉄道の夜」の
～宮沢賢治「星めぐりの唄」
あかいめだまの さそり
なかで、カムパネルラが口笛で吹いて
ひろげた鷲の
つばさ
います。ジョバンニとともにめぐる魂の
あをいめだまの 小いぬ、
ひかりのへびの とぐろ。
旅路に響いている歌です。
宮沢賢治作「雪渡り」には、楽
しそうな囃子歌が出てきます。
こいぬ座は冬の星座です。
「…堅雪かんこ、凍み雪しんこ…」
冬の夜、オリオン座の後をついて
これは、岩手に伝わる童謡との
いくように、南の空に昇ります。
こ
と で す 。物 語 のな かで ど ん な
他の星座は夏に見ることが
歌 が う た われ て いる のか 探 し て
できます。
宮沢賢治著、たかしたかこ絵
「雪渡り」（偕成社、1990 年刊） みると楽しいかもしれませんね。

オリオンは高く
つゆとしもとを
アンドロメダの
さかなのくちの
、

うたひ
おとす、
くもは
かたち。

アンドロメダ座が南の空に昇る
のは秋の夜、オリオン座が南の空に
高く昇るのは冬の夜です。
だんだんと夜が長くなり、寒さが
身に染みるようになります。

大ぐまのあしを
五つのばした
小熊のひたいの
そらのめぐりの
、

きたに
ところ。
うへは
めあて。

「そらのめぐりのめあて」は、
北極星。宮沢賢治は「小熊の
ひたいのうえ」と言っていますが、
一般的には、こぐま座のしっぽの
先端になります。

冬は夜空が澄んで、星が良く見えるようになります。請求記号の
上２ケタが「４４」の書架には、夜空の観察ガイドや、星の写真の
撮り方、美しい星空の写真集などがあります。ぜひご覧ください。
はるか約 50 億 km のかなたにある冥王星
を観測するため、いま孤独な旅を続けている
無人探査機があります。その名はニュー・
ホライズン。2006 年 1 月に打ち上げられ、
2014 年 8 月 25 日に海王星軌道を通過し、
2015 年 7 月に冥王星に到達します。

読書の「めあて」には、請求記号の上３ケタが「０１９」の、
読書案内の本をおすすめします。この分類には、おすすめの本の
紹介や、本を読み解いていく書評などが含まれます。
好きな作家がどのように本を読んでいるか、知りたくありませんか？
三浦しをん「本屋さんで待ち合わせ」の
ような書評エッセーはいかがでしょうか。
読みたい本があるけれど、難しくて手に
おえない、そんなときは、たとえば佐藤優の
「読書の技法」を見ながら、読書の仕方を
おさらいするのもいいかもしれません。
三浦しをん著「本屋さんで待ちあわせ」
（大和書房、2012 年刊）

佐藤優著「読書の技法」
（東洋経済新報社、2012 年刊）

戸田 智弘/著
『「自分を変える」読書
〝もっと面白く生きる〟知恵を身に
つけよう』 （三笠書房）

この本もおすすめです！

～１０００冊の本を読もう！～
読書は色々な知識を得ること
が出来ると言われますが、
具体的にはどのくらいの量を
読むのが良いと思いますか？自分を成長させる為
に、1000 冊程度の本を読むべきと著者は言います。
1・2 年で達成するのは難しいですが、長い人生の中
で目指してみてはいかがでしょう。「自分の変化」に
急いでいる人は、1000 冊達成に頑張ってください。
本作品で著者が厳選した 50 冊もその糧になるはず
です。作品の本文引用や関連書籍も紹介された充
実の読書ガイドです。

上田 正仁/著
『東大物理学者が教える
「考える力」の鍛え方』
（ブックマン社）

一見すると大学生向けの
内容ですが、社会人が
読んでも勉強になる本で
す。日本最高峰の大学・東京大学の学生で
さえ、自分の考えがまとまらず人生に迷うの
です。進むべき路に迷ったとき「考える力」が
必要であり、その為の脳の鍛え方が図や挿
絵を交えて説明されています。東大教授の
授業を受ける気分を本書で味わいましょう。

他にこんな本もあります！
「和のお稽古＝堅苦しい・面倒くさい」と思う人
にこそ、オススメの本です。３５種のお稽古の
アピールポイントが記述されています。大事な
ことは、時間的にも金銭的にも無理はしない
こと！自分磨きにお稽古を始めては
如何でしょう。
森 荷葉/著
『「和のおけいこ」事始め』 （講談社）

子育ての力を養う本をご紹介します。習い事
人気ランキング 10や1 ヶ月の月謝など、親御
さんが関心のある事柄が紹介されています。
〝プロを目指す〟〝勉強との両立〟
といった興味深い視点も書かれて
います。
コモ編集部/編
「まちがえない!子どもの習い事」（主婦の友社）

●「本を借りるときに必要なものは？」
借りたい資料と、利用カードをカウンターにお出しください。利用カードは、市の財産である図書館資料を誰にお貸しするのか
確認する、大変重要なものです。みなさまにご提示をお願いしています。なお、予約資料の受取の際も、予約したお客様の利用
カードをご提示ください。
●「何冊借りられますか？どのくらいの期間借りられますか？」
図書と雑誌バックナンバー⇒１０冊
紙芝居⇒３点

DVD、ビデオ⇒各１点ずつ
CD、カセットテープ⇒各１点ずつ

こんなにたくさんの色々な種類の資料を借りることができます。 貸出期間は、2 週間です。
●「読み終わらなかったのですが・・・」
多くのお客様に平等に資料を手に取っていただきたいので、貸出期間内でお読みいただくようご協力をお願いします。しかし、
もし読み終わらずもう尐し借りたい時は、スタッフにご相談ください。次の条件を満たした資料は、貸出期限の延長が可能です。
ただし、延長手続は１回のみです。当初の貸出期限２日前から、カウンターもしくはお電話にて受付いたします。
・予約が入っていない資料、且つ延長を1 度もしていない資料に限ります。

『ドラキュラーってこわいの?』
せな けいこ/作
小峰書店

『クリスマスってなあに』
ディック=ブルーナ/作
講談社

『ぼくはめいたんてい

ハロウィンにきえたねこ』
マージョリー・Ｗ・シャーマット/文
大日本図書

『イップとヤネケ
シンタクラースがやってくる！』

アニー・Ｍ・Ｇ・シュミット/作
岩波書店

『はじめてのやさいスープ』
ジェーン・モデシット/文
ロビン・スパウォート/絵
福武書店

『テーブルマナーの絵本』
高野紀子/作
あすなろ書房

『せかいでいちばん大きなおいも』
二宮由紀子/作
佼成出版社

木の図書館の子どもイベントに、あつまれ～！

詳しいイベント詳細や受付開始日時は、
図書館内のポスターや広報ながれやまで確認してね！

連絡先

これからの木の図書館

木の図書館
電話：04-7145-8000

開館日変更のお知らせ
２０１４年１０～１２月は、月曜日（祝日の
場合は火曜日）
、月末および１２／２９～３１が
休館日となります
開館時間 火曜日～土曜日：9 時 30 分～20 時
（12 月からは 19 時閉館となります）
祝日と日・月曜日：9 時 30 分～17 時

郷土へのいざない

vol. 7
～ 中 世 城 郭 ・ 史 実 と 想 像 の め ぐ り 合 い ～
流山にはかつて、花輪城、深井城、前ヶ崎城、名都借城、の４つの城が
ありました。
城というと姫路城のような天守閣を備えた城を思い浮かべがちですが、
ここ流山周辺の中世城というのは武士の「居館（住まい）」で、戦国の世
らしく敵に攻められないような防御がされていました。台地の突端などの
自然の地形を利用し、地域全体を空堀（水のない堀）や土塁（土を盛り
上げて築いた土手）で囲ったり、敵を見張るための櫓(やぐら)なども
作られていたようです。
名都借城があったと思われる周辺には、残念ながらハッキリとした城郭遺構
は残っておらず、また名都借城主も特定できませんが、その頃東葛地区で勢力
を伸ばしていた小金城主高城氏の支城の 1 つだったと言われています。（現在
も子孫の方がいらっしゃいます）
松戸市平賀の「本土寺過去帳」で、永正 18 年（1521）3 月 27 日に名都狩
で合戦があったこと。それ以前には「十五日 妙飯文明三辛亥（1471）八月
名都狩飯野殿子息」などとあり、飯野（飯野尾）という有力な人物がいたの
ではないかということ。がわかっています。
こういった文献で史実を確認するのももちろんですが、実際に地図を見ながら、
今も残る「城山」や「笹堀込」などの字（あざ）や、舌状台地といった地形など
で城の全貌を想像するのも楽しいかと思います。
今まで知らなかった「名都借」の姿を、発見できるかもしれませんよ！
～参考図書～ 「東葛の中世城郭」千野原 靖方/著 崙書房出版 2004
「流山のむかし」流山市立博物館市史編さん係編 2002
「博物館でタイム・トリップ」流山市立博物館 2006

開館時間
木の図書館カレンダー
休館日 月曜日（祝日の場合は火曜日）、月末日
１２／２９～１／４

火曜日～土曜日：9 時 30 分～20 時
（12 月～4 月は 19 時閉館となります）

