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名都借の木
「戌」
とは？

万物の枝葉が生い茂るさまを意味しています。
文字は斧のような刃がついた戈（ほこ）を表しています。

（諸橋轍次著「大漢和辞典. 巻五」
（大修館書店、修訂第二版、1989 年刊）
）

作家名

まずは明治の文豪２人からご紹介します。
開国後に失われていく日本の情緒を描き続けた小泉八雲、
新しい国のエリートだった森鴎外がいぬ年生まれです。
作家名

誕生年

井伏鱒二

1898 年

瀬⼾内寂聴

1922 年

三浦綾子

1922 年

誕生年

小泉八雲 1850 年
森鴎外

1862 年

市井の人々の生き様を描いた
井伏鱒二、愛と生を描き続ける瀬戸内寂聴、
キリスト教信仰を見つめ続けた三浦綾子が
いぬ年です。三浦綾子著「石ころのうた」「草のうた」
(角川書店, 2012 年改版)

日本の文学でも、ひときわ異彩を放つ
この 3 人、様々な文体や表現を追求して
いる筒井康隆、日常の中のおかしみや
普通の人々に向けるあたたかいまなざしを
感じさせる文体で知られる井上ひさし、
また独自の土着的な世界観で知られる
中上健次がいぬ年生まれです。
筒井康隆著「筒井康隆全集 全 24 巻」
（新潮社, 1983-85 年）

H・A・レイ作「ひとまねこざる」
シリーズ（岩波書店）

作家名

誕生年

H・A・レイ

1898 年

レオ・レオニ

1910 年

灰谷健次郎
1934 年
チャールズ・M・
1922 年
シュルツ

児童書では、おなじみの外国絵本作家がいぬ年
生まれです。特に今年は、「ひとまねこざる」で
有名な H・A・レイの生誕 120 周年です。

作家名

誕生年

筒井康隆

1934 年

井上ひさし

1934 年

中上健次

1946 年

ミステリー作家では、内田康夫や東野
圭吾など、また根強い支持を集めている
芦辺拓がいぬ年生まれです。
海外ではブラウン神父シリーズの著者

チェスタートンがいぬ年生まれです。
作家名

誕生年

内田康夫

1934 年

東野圭吾

1958 年

芦辺拓
G・K・
チェスタートン

1958 年

あああ

芦辺拓著「少女探偵は帝都を駆ける」
（講談社, 2013 年）

1874 年

この本もおすすめです！

文芸春秋/編
『文藝春秋にみる
坂本龍馬と幕末維新
（文芸春秋）

－「時代に立ち会った人々
時代に立ち会った人々」
に立ち会った人々」－
雑誌『文藝春秋』に掲載された
「幕末維新に活躍した人々に
関するコラム」が一冊にまとめ
られています。
書き手は司馬遼太郎、海音寺
潮五郎などの作家から、西郷隆盛の孫西郷吉之助や
勝海舟の三男の嫁クララ・ホイットニーまで。様々な
角度から焦点を当てていて、小説とは違った人物像が
浮かび上がります。「勝てば官軍、負ければ・・・」の
時代なれど一人ひとりに人生があり、志があり、家族が
あったのだと改めて思い起こさせる一冊です。

「幕末維新の人物事典」
植松 三十里/著
編集委員会/編
『愛加那と西郷』 『ビジュアル版
（小学館）
幕末維新の人物維新
日本の歴史を変えた１００人』

（PHP 研究所）

他にこんな本もあります！
「徳川慶喜邸見取り図」だけでも、うっとりと
見入ってしまう豪華さです。「ごきげんよう」
の朝の挨拶で始まる慶喜の孫の幼少期から
の日々が美しい日本語で綴られています。

「江戸湾に外国船が乗り入れてきたら、
江戸の永代橋のほとりまで到達してしまう」
と、老中松平定信は危機感を抱いていました。
江戸後期からの海防の歴史がこの一冊に。
山形 紘/著
『房総の幕末海防始末』
（崙書房出版）

榊原 喜佐子/著
『徳川慶喜家の子ども部屋』
(草思社)

vol.15
ol.15
●困った！
困った！ こんなときどうする？！ ～その２～
誰しも「うっかり」失敗してしまうことがあります。そんなときの対応について、ご紹介いたします。
○「本を汚しちゃった！
本を汚しちゃった！」「ページをやぶっちゃった
ページをやぶっちゃった」
→
本を汚しちゃった！
ページをやぶっちゃった

カウンターまでご相談ください。

図書館で修理できる場合もあれば、弁償していただく場合もあります。資料の状況によって判断いたします
ので、そのままの状態で図書館のカウンターまでお持ちください。ご家庭のセロハンテープやのりなどでは、
本をさらに傷めてしまいます。スタッフが専用の道具で修理しますので、お困りのことがありましたら
お声かけください。

日時：１月２
日時：１月２０日（土）１３時～１４時３０分
場所：東部公民館 大会議室
人数：小学生
：小学生２５名
小学生２５名（保護者がいれば３歳から
（保護者がいれば３歳から可
３歳から可）
金額：無料
１２月２２日（
２２日（金
日（金）１０時から
電話、またはカウンターにて受付開始！
で ん き

伝記をよもう！

今回は 3 冊しょうかいするよ！
キミが知っている人はいるかな？

リチャード・テームズ／著
岡谷 公二／文
内藤 ゆかり／訳（国土社）
千葉県出身の伊能忠敬がどうして
山根 秀信／絵 （福音館書店）
2016 年聖人となったマザーテレサ。 郵便配達夫だったシュヴァル。
地図をつくったのか。
地図のつくり方や支えてくれた人 どんな人生を歩んだのかな？
彼がコツコツつくりあげた宮殿は、
本の最後に年譜と用語解説もあるよ。 フランスの文化財になっているよ。
のことものっているよ。
国松 俊英／著 （岩崎書店）

毎週日曜日１１時から、
毎週日曜日１１時から、２階おはなしコーナー
（あかちゃんコーナー）でおはなし会をやっています！
あかちゃん向けの
第２日曜日１０時３０分から
あかちゃん向けのおはなし会は、第２日曜日
おはなし会
第２日曜日１０時３０分から
同じ場所でやっています！
同じ場所

みなさんのご参加、おまちしてま～す！！
みなさんのご参加、おまちしてま～す！！

連絡先

これからの木の図書館

木の図書館
電話：04-7145-8000

蔵書点検のお知らせ
講師： 流山市役所

健康増進課

流山市立図書館では、
2 月１日～2 月 16 日に
蔵 書 点 検 を 行い ま す 。
各館で順次実施し、
実 施 中 の 館 は休 館 日 と
なります。
木の図書館 2/7(水)、
2/8(木)が休館日です。

保健師

更年期障害の基礎知識や上手なつきあい方を学べる講座です。
講義のあとは、皆様でお茶を飲みながら、不安や悩みについて
おしゃべりしましょう。
定員：女性４０名
日時：２月７日(水)10 時～11 時 15 分
場所：流山市おおたかの森センター
1 月 12 日（金）10 時から木の図書館にて電話受付

郷土へのいざない
～流山の戦国時代

2．

花輪城

vol. 15
～

「花輪城」は下花輪の台地が南に向かってのびる先端に
ありました。現在は台地の中央部を南北に県道が走り、
城跡の一部が花輪城址公園になっていますが、かつては
琵琶山と呼ばれ、三方を低湿地に囲まれた要害の地でした。
この城も高城氏の属城であったと考えられ、家臣平本
主膳正定虎や花輪淡路守が城主であったという伝承が
残されています。
発掘調査では、板碑や銭貨等のほかに空堀などの遺構も
検出されました。近世には、麓に川が流れ、船が行き交う
風光明媚な土地として知られていたことからも、この地が
戦国時代には、眺望がよく、太日川（現・江戸川）に通じる
河川流通を抑えるのに最適な要害であったことがうかがえ
ます。
参考資料「ふるさと流山のあゆみ」 編集 流山市立博物館
発行 流山市教育委員会
「流山のむかし」 編著 流山市立博物館
発行 流山市教育委員会
「中世の流山を探る」編集・発行 流山市教育委員会 流山市立博物館

木の図書館カレンダー
開館時間 火曜日～土曜日:
休館日 月曜日（祝日の場合は火曜日）
月末日（土日を除く）
１２/２９～１/４、蔵書点検日(２/７,８)

９時３０分～１９時

