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特集：笑っちゃおう♪
連載：今、読みたい！ 今、読んでほしい！ 旬の本【第７回】
戦後 75 年～長岡空襲～
長岡の花火を楽しむ

ささぽんツブヤキ
笑顔で免疫力アップ！
元気に夏を乗り切ろう！

『銀河食堂の夜』
さだ まさし／著 幻冬舎

913.6 サ

誰もが知っている、あの名作のパロディーの
ようなタイトル。小噺でも始まりそうな軽妙な
語り口調で展開する短編集です。
とある居酒屋に集う常連客が、見聞きした出
来事をテンポよく語っていきます。笑いあり涙
ありの昭和ノスタルジーを感じさせる人情話

『泣くのはいやだ、笑っちゃおう』
武井 博／著
アルテスパブリッシング 778.8 タ

で、登場人物の描写も詳しく書かれています。
この本で笑うかそれとも泣くかはあなた
しだいです。

本書はＮＨＫ人形劇『ひょっこり
ひょうたん島』のディレクターが書
き下ろした、番組のエピソード集で
す。本の題名になっている「泣くのは
いやだ、笑っちゃおう」はひょっこり
ひょうたん島のテーマ曲の一節であ
り、懐かしく感じる人も多いのでは。
この番組がスタートしたのは東京
オリンピックの年。当時は高度経済
成長期とはいえ、まだまだ厳しい経
済状況が続いていたそうです。色々
と厳しい状況の時ほど笑って過ごし
たいものですね。

『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』
川上 和人／著 新潮社 488.0 カ
鳥類学者が、国内外の島々でのフィールドワーク
にいそしむ研究の日々を綴った本なのに、なぜか思
わずクスリとさせられるユーモア満載で書かれて
います。
鳥類学の世界をおもしろく、かつまじめに教えて
くれる本書を読み進めるうちに、いつしか興味の対
象が鳥よりも、いい意味で変わっている 1973 年生
まれの鳥類学者に移ってしまうかも…。

今、読みたい！ 今、読んでほしい！

旬の本

第７回

図書館スタッフおすすめの、この時期にピッタリな本をご紹介します。

寺 泊 地 域 図 書 館 お す す め
『そうめんの本』

『かわいい海のいきもの』
小林 龍二／監修
エムディエヌコーポレーション

市瀬 悦子／著 枻出版社

596.3 イ

481.7 カ

透

き通った姿が涼し気なベニクラ
ゲ、不思議な形のコンペイトウウ
ミウシ、きょとんとした表情が愛らしいイ
シガキカエルウオ…。色鮮やかで可愛らし
い海の生き物たちは、見ているだけで心が
ほっこりとしてきます。愛嬌たっぷりの魚
たちにぜひ癒されてみてください。

の定番料理といえば「そうめん」。
調理が簡単で、喉越し良く、食欲が
なくてもツルッと食べられるのでとても重
宝する食材です。この本では、いつもの「そ
うめん」がさらに美味しくなる基本のゆで
方から、
「台湾風あえそうめん」、
「あんかけ
揚げそうめん」など 55 種類のアレンジレシ
ピが紹介されています。普段の食べ方に飽
きた時やたくさん消費したい時におすすめ
です。この本を参考に、みなさんも作ってみ
てはいかがでしょうか。

夏

栃 尾 地 域 図 書 館 お す す め
『七月に流れる花』
恩田 陸／著

転

講談社

『やまとなでしこお茶はじめ』

913.6 オ

校生ミチルの元に、夏流城（かなし
ろ）での林間学校への招待状が届
きました。鐘が３回鳴ったらお地蔵様のと
ころにかけつけること、水路に花が流れて
きたらその色や数を記録することなど、謎
のルールの中で生活を始めるミチルと５人
の少女たち…。ダークファンタジーの世界
に引き込まれる一冊です。文中に出てくる
ラテン語「メメント・モリ」とは、
「死を想
え」という意味。少女たちは古城で、どんな
夏を過ごすのでしょうか。

辰巳出版

596.7 ヤ

たり前に私たちの生活に溶け込ん
でいる「日本茶」。その奥深さや
楽しみ方がギュッと詰まった一冊です。お
茶を使った目にも涼しいデザートレシピ
や、日本茶と相性の良いお菓子選びなど、日
常に取り入れたい知恵が満載で、日本茶を
楽しみながらの美肌作りや免疫力アップに
も期待大です。消臭・殺菌効果のあるお茶の
活用方法も紹介されています。ちょっと気
忙しい時の一杯は、きっと、心を落ち着かせ
てくれますよ。

当

戦後 75 年

～長岡空襲～

1945 年 7 月 20 日、長岡市左近に 1 発の模擬原子爆弾が投下され、翌月の 8 月
1 日の夜から 2 日にかけてＢ29 により焼夷弾が次々に投下されました。そして、長岡の
町は焼け野原となり、多くの尊い命が失われました。
この「長岡空襲」から、今年で 75 年目を迎えます。今号では、互尊文庫の「非核・平
和コーナー」や明治公園内の「長岡空襲爆撃中心点の碑」、長岡空襲に関する本などを
紹介します。平和の尊さについて、改めて考えてみませんか。

長岡空襲爆撃中心点の碑

非核・平和コーナー
互尊文庫では「平和について考える手がかりにしてほし
い」との思いから、「非核・平和」に関する資料を広く収集
しています。所蔵する資料の数は、一般向け、児童向けを
あわせて 1400 冊以上です。長岡空襲に関する本も
多数所蔵しています。
一般向けコーナー
児童向けコーナー

1945 年 6 月、アメリカ軍は長岡地
域を空撮した航空写真に爆撃目標範
囲となる半径 4000 フィート（約 1.2
㎞）の円を描き、その円の中心を狙って
爆撃する作戦をとりました。
その中心点が、互尊文庫に隣接する
明治公園内にあたることから、2016
年 8 月、史実と平和の尊さを後世に伝
えるため、「長岡空襲爆撃中心点の碑」
が建てられました。

「長岡空襲写真・体験画」展示
2020 年 7 月 1 日（水）から 8 月 30 日（日）まで互尊文庫 1 階
ロビーにて長岡戦災資料館所蔵の長岡空襲の写真と体験画を
展示しています。
ぜひ皆さまお越しください。

長岡空襲について詳しく知るには…
非核・平和コーナーの本を紹介します

＊7 月は写真、8 月は体験画を展示します。なお、7 月、8 月の中旬に展示
の入れ替えを行います。

「長岡の空襲」編集委員会／編 長岡市

『太平洋戦争と長岡空襲
昭和二十年の夏の日を忘れない……』

3９８.３ナ

『太平洋戦争と長岡空襲』編集委員会／編 長岡戦災資料館

『長岡の空襲』

214.1 タ

戦時下の長岡や官公署、学校などの被災状況
をまとめたもので、互尊文庫の図書が、疎開のた
めの梱包を終えたその日の夜に空襲を受けて燃
えてしまったことも記されています。また、表町、中
島、阪之上校区などの区域別の体験談があり、火
が走る川での惨状を目の当たりにした人や家族を
亡くした人たちの辛い記憶も刻まれています。

日中戦争の始まりから終戦までが写真やデータ
を交えて解説されており、空襲の全体像を知ること
が出来る一冊。働き手たちが戦場へ召集されたこと
による労働力不足のため、工場や農村へ勤労動員
される生徒たちや、東京から集団疎開してきた子供
たちの姿などの写真も多く収められています。

誌上で！

長
岡
花
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長岡での本格的な花火大会は、１８７９年に２日間で３５０発の
花火が打ち上げられたことが最初と伝えられています。技術の向上
と共に大会も全市的な催しとなり、１９２６年に正三尺玉が初登場し
ます。１９３８年には戦争のため中止となりますが、空襲・終戦を経て
１９４７年に「長岡市戦災復興祭」の名前で復活。１９５１年からは
「長岡まつり」と名称を変えると同時に正三尺玉の打ち上げも再開
します。戦後の長岡復興の象徴として再出発した長岡花火は、中
越地震からの復興祈願花火「フェニックス」を筆頭に雄大な美しさ
で毎年多くの人に感動を与えています。
参考：『長岡の大花火 オフィシャルガイドブック’11』

長岡の
花火を
楽しむ

長岡の風物詩・大花火大会が中止となった
この夏。残念ですが、かわりに写真や本で
花火を楽しみましょう！
来年こそは本物を堪能できますように…。

長岡まつり協議会フェニックス部会 ｷ 575.9 ナ

『白菊』
山崎 まゆみ／著 小学館 ｷ 289.1 カ
「白菊」は 1945 年 8 月 1 日の長岡空襲によって失わ
れた 1484 人の戦争殉難者のために手向ける鎮魂・慰霊
の花火であり、花火大会の最初に打ち上げられます。
その白菊を産んだ「伝説の花火師」嘉瀬誠次さん。戦
争体験、シベリア抑留、戦友の最期など嘉瀬さんの生
涯をたどり白菊のルーツに迫ります。
白菊への想いがあったからこそ生まれた「フェニック
ス」。平和への願いと希望の灯を心の中に絶やすことな
く、来年の花火を楽しみに待ちたいですね。
イ 北地域図書館「長岡花火ポスター展」
ベ
２０２０年８月１日（土）～８月３０日（日）
情ン
報ト
歴代のポスターをご覧いただけます。

お
す
す
め
書
籍

写真提供：長岡花火財団

『眺望絶佳の打ち上げ花火』

金武 武／著 玄光社 575.9 カ
日本全国の打ち上げ花火の名称とその由来、特徴が載ってお
り、新潟県で打ち上げられる花火も多数紹介されています。また、
花火の種類や作り方、打ち上げ方法など、より一層花火を楽しむ
ための情報が詰め込まれています。
本のタイトルにもある「眺望絶佳」の迫力ある写真を見ながら花
火の世界を深く知ることができ、花火大会の気分を少し味わってい
ただける、そんな一冊です。

長岡市立地域図書館（７館）
★互尊文庫
★西地域図書館
★南地域図書館
★北地域図書館
☆中之島地域
図書館
☆寺泊地域図書館

坂之上町 3-1-20 TEL35-7981
緑町 3-55-41
TEL27-4900
曲新町 566-7
TEL30-3501
新保町 1399-3 TEL22-7100
中之島 3807-3 中之島文化センター内
TEL61-2165
寺泊磯町 7411-14 寺泊文化センター内
TEL75-5159
☆栃尾地域図書館 中央公園 1-36 栃尾文化センター内
TEL53-3005

開館時間
★印 午前 9：30～午後 8：00
（互尊文庫学習室は午後 7：00 まで）
休館日／毎週木曜(祝日と重なるときはその
翌日)、毎月末(土・日曜と重なるときは開館)
☆印 午前 9：30～午後 7：00
休館日／毎週月曜(祝日と重なるときはその
翌日)、毎月末
図書館 HP
https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp

