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 特集特集特集特集        平成平成平成平成 26262626 年度主な図書館事業年度主な図書館事業年度主な図書館事業年度主な図書館事業 

第第第第55559999号号号号        
 

にのみやまちとしょかん 

図書館だより図書館だより図書館だより図書館だより    

201201201201４４４４....6666.1.1.1.1 発行発行発行発行    
  

～リサイクル資料の提供リサイクル資料の提供リサイクル資料の提供リサイクル資料の提供にににについてついてついてついて～ 
 

例年ラディアン展示ギャラリーで行っていた

｢リサイクル市｣はＨ25 年度で終了いたしま

した。なお 6 月からリサイクル雑誌の提供を

行います。詳細は p.4 をご覧ください。 

◇◇◇◇資料購入費資料購入費資料購入費資料購入費    
図書（年鑑・白書等を含む）    ･･･約 510 万円 
      ※前年度は約 505 万円 増額分は赤ちゃん絵本の購入費 

視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤなど）･･･ 約 10 万円 

新聞・雑誌               ･･･ 約 97 万円 

◇◇◇◇地域資料の充実地域資料の充実地域資料の充実地域資料の充実    

・二宮ゆかりの人物調査 

・地域資料展示（２階地域資料コーナー） 

・講演会開催（下記） 

◆◆◆◆そのほかそのほかそのほかそのほか◆◆◆◆    

        ・雑誌リサイクルコーナー設置 

・県内図書館との連携 

（相互貸借） 

・学校との連携 

・視覚障害者へのサービス  

・団体貸出サービス  

・情報発信 

（図書館だより、 

ホームページなど） 

 

◇◇◇◇蔵書の整備･収集･提供蔵書の整備･収集･提供蔵書の整備･収集･提供蔵書の整備･収集･提供    

・雑誌スポンサー制度の実施（8 社 17 誌） 

・寄贈資料の積極的受入 

 

■北村薫トークライブ北村薫トークライブ北村薫トークライブ北村薫トークライブ（吉田屋書店と共催）（吉田屋書店と共催）（吉田屋書店と共催）（吉田屋書店と共催） 

対象：一般 

内容：直木賞作家で二宮ゆかりの人物でもある作家北村薫さんの講演会。

創業 100 年を迎えた吉田屋書店との共催。 

日時：11 月 1 日(土)午後  場所：ラディアン ミーティングルーム２ 

☆申込み方法など詳細は館内掲示、図書館ホームページ、広報､お知らせ版等で。 

◆◆◆◆    図書館費図書館費図書館費図書館費    ◆◆◆◆     4,120 万 2 千円(前年度 3843 万４千円) 

うち図書館運営事業  3,465 万 2 千円(前年度 3188 万４千円) 

資料整備事業     655 万円  (前年度 655 万円) 

今回の特集は、平成 26 年度の主な図書館事業をご紹介します。 

厳しい財政状況の元、様々な見直しを行いながら、町民の皆様のお役に立てる図書館運営を目指します。平成 26 年度

は、二宮町の重点施策「(１)生活の質の向上と定住人口の確保」の中に、「特色ある図書館運営（子育て世代が魅力を感じ

る図書館へ）」が位置づけられています。児童書の充実、子育て世代に役立つ講座の開催など、重点的に行っていきます。 

◆◆◆◆    新新新新事業事業事業事業 ◆ 
   
■わらべわらべわらべわらべうたであそぼう！うたであそぼう！うたであそぼう！うたであそぼう！    

<<<<乳児向け乳児向け乳児向け乳児向け>>>> 
対象：0 歳児(生後 4 か月以上)とその親 

内容：日本の「わらべうた」が持つリズム

を楽しみましょう。初めてわらべ

うたに触れる方向けの入門講座で

す。パパの参加も大歓迎！ 

日時：6／28(土)午後、9／12(金)午前、

11／8(土)午前 

※ 6 月,9 月,11 月の内容は全て同じ 

  
■「絵本はこころのおやつ「絵本はこころのおやつ「絵本はこころのおやつ「絵本はこころのおやつ    

～～～～afterafterafterafter ブックスタート～」ブックスタート～」ブックスタート～」ブックスタート～」    
 

対象：乳幼児の保護者の方 

内容：子育て中の「絵本とのつきあい

方」「絵本の選び方」を経験談を

交えてお話しします。 

日時：7／11(金)午前 

 

■大人が大人が大人が大人が楽しむ楽しむ楽しむ楽しむおはなし会おはなし会おはなし会おはなし会 

（おはなしを語る会と共催） 

対象：一般 

内容：日本や世界の昔話など、語り

継がれてきた「おはなし」を

語ります。大人向けの「おは

なし会」です。 

日時：5／24(土) 、11／29(土) 

場所：ラディアン 和室 

☆申込み不要。詳細は館内掲示等で。 

 

＜＜＜＜子 育 て 支 援 講 座子 育 て 支 援 講 座子 育 て 支 援 講 座子 育 て 支 援 講 座 ＞＞＞＞    

◆◆◆◆    重点事業重点事業重点事業重点事業    ◆◆◆◆    

◇◇◇◇子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援････子ども読書活動の推進子ども読書活動の推進子ども読書活動の推進子ども読書活動の推進    

 ・小中学生にすすめたい本展示･リスト配布 

 ・各対象向けおはなし会（毎月開催） 

・わらべうたであそぼう！（未就園児とその親対象） 

・「あかちゃんがはじめてであう絵本」冊子配布 

・ブックスタート事業（子ども育成課との共催） 

・子育て支援講座（下記）など 

 
 

◇◇◇◇町民参加の図書館運営町民参加の図書館運営町民参加の図書館運営町民参加の図書館運営    

・修理ボランティア 

・書架整理ボランティア 

・録音図書ボランティア 
 

☆申込み方法など詳細は p4 お知らせ欄をご覧ください。 

子育て情報コーナーでは、子育て
に関する資料を集めています 
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『思い出のマーニー』上･下 

日本最古の歴史書『古事記』『日本書記』にも、人ならぬあやしきもの

のことは書かれている。今回のテーマは、日本人と長く深い関わりを持

つ、妖、妖怪、物の怪、といわれるものたち。 

 紹介する一冊は、ひそやかな妖の物語『家守綺譚』である。ほんの百

年ほど前のこと、学士綿貫征四郎が亡き親友の実家に住むところから始

まる。各章は小さな物語で、春から一年をめぐる草木の名がつく。妖と

は無縁な風だが、床の間の掛け軸から亡き親友が訪れる、白木蓮から竜

が孵り天へ昇る、雪の残った疏水の土手で小鬼と会う、など絡むのは妖

のものたち。懐に大事にしまい、時折取り出しては慈しみたい物語。続

編『冬虫夏草』がある。 

 

 

←紹介本   

『家守綺譚
いえもりきたん

』 

（梨木香歩/新潮社/ 

’ 04.1 /ﾅｼ） 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像 

なし 

今年の夏のジブリ映画の原作本です。孤

独と寂しさで心を閉ざしたアンナは古い屋

敷に住む不思議な少女マーニーと出会い、

徐々に笑顔と自信を取り戻していきま

す。ところが村人は誰もマーニーを知らず

…。友達作りが苦手な女の子の話で、と

てもワクワクするファンタジックな物語です。 

 

2014 年 2 月～2014 年 5 月新着分より  

（著編者／出版社／出版年月／請求記号） 

―６月の展示テーマ ― 

 

― 

（出演者／収録時間／請求記号） 

■ ジョーン･ロビンソン 

■岩波書店  

■ ’ 80.11 

■ S ﾛﾋﾞ  

 
おすすめの一冊 

映像ＤＶＤ 

 

妖（あやかし） 
 

『トーヴェ･ヤンソンのムーミン－絵本完全版－』 
（トーヴェ･ヤンソン絵/ 54 分/ 726 ﾄ） 

 

      今年生誕 100 年を迎えたトーベ･ヤンソン。ヤンソ

ン自身の手書きによる｢ムーミン｣絵本を映像化。

｢それからどうなるの?｣｢さびしがりやのクニ

ット｣｢ムーミン谷へのふしぎな旅｣の３作を収録。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

『江戸のお店屋さん』 

（藤川智子/ほるぷ出版/’13.11 / 672 ﾌ） 
   

江戸時代のお店をイラストでわかりやすく紹

介。地本
じ ほ ん

問屋
と ん や

では本の作り方、薬種屋では百目

だんすに保存してる生薬や薬研、湯屋では、見

取り図や利用の仕方……すべてが面白い！！ 

 

 

児童書 

 本 

『足元の小宇宙－82 歳の植物生態写真家が 

見つめる生命－』 

（埴沙萠
はにしゃぼう

/NHK 出版/’13. 11/470.4 ﾊ） 

              クロマツの芽生え、タンポポの実の旅立ち。何気なく

見ている植物の世界がこんなに美しいとは…。足

元の小さな世界にも命があり、生きてるって素晴

らしいと感じさせてくれる珠玉の写真エッセイ。 

 

 

 

 

 

 

『わがこころの犬たち－セラピードッグを 

目指す被災犬たち－』 

（大木トオル/三一書房/’13. 11/645.6 ｵ） 

      著者は米国在住のブルースシンガーで、日本のセラ

ピードック育成のパイオニア。東日本大震災や原発

事故で飼い主と離れ離れになった被災犬の救出

レポートやブルースと犬が支えてくれた人生を綴る。 

 

 『旅するニホンゴ－異言語との出会いが変えたもの－』 

（渋谷勝己･簡月真/岩波書店/’ 13.9/818 ｼ） 

移住や統治のために海を渡った日本語は、さまざ

まな言語と出会い姿を変えながら人と人をつな

いできた。この本では他言語との接触で変容した

日本語を紹介。全 10 巻の『そうだったんだ！日

本語』シリーズの１冊。 

き変容してきた。よる日本語の変容を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

『はじまりは図書館から－絵本は語る－』 

     （草谷桂子/子どもの未来社/'13.11/019.5 ｸ） 

地域で家庭文庫を主宰しながら、30 年以上図

書館活動にかかわった著者が、図書館が舞台に

なっている絵本を数多く紹介。図書館に関わる

エピソードや本にまつわる体験などを載せた

コラムも面白い。 
 

 

 

『朝日新聞報道写真集 2014』 
（朝日新聞社/朝日新聞出版/’ 14.1/070.1 ｱ 14）  

 

“56 年ぶりの「東京五輪」の決定の瞬間”“田中、

史上初の開幕 24 連勝”“富士山が世界文化遺産

に”“宮崎駿監督が引退”など 2013 年の出来事

をこの一冊に凝縮。 
 

 

 

 

      

『作家の履歴書－21 人の人気作家が語る 

プロになるための方法－』 

（阿川佐和子ほか/ KADOKAWA/’ 14.2/910.2 ｻ）  

北村薫、夢枕獏など有名作家 21 人の志望動機･転

機･経歴がわかります。更に最も影響を受けた作品

や作家、執筆中に欠かせないものなど作家になる

ためのヒントが満載です。 

 

 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 

画像 

なし 
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2014年 ２月～４月 

 ベストオーダー 

血液型を判別する型物質と同様の物質が

一部の植物にも含まれている。それによる

と、カエデの仲間は AB 型、エノキタケ

やイチイは O 型、アセビはＢ型、アオキ

は A 型になるという。ちなみに、動物と

違って A 型やＢ型は珍しいらしい。 

 

１ 村上海賊の娘 上･下／和田竜 

２ ペテロの葬列／宮部みゆき 

３ 豆の上で眠る／湊かなえ 

４ 約束の海／山崎豊子 

５ 美雪晴れ／高田郁 

６ 怒り 上･下／吉田修一 

７ カレイドスコープの箱庭／海堂尊 

８ 女のいない男たち／村上春樹 

９ 首折り男のための協奏曲／伊坂幸太郎 

10 ビブリア古書堂の事件手帖 5／三上延 

 
 

  二宮ゆかりの人物 番外編   

二宮町は交通の便もよく風光明媚で温暖な気候のため、今まで多くの著名人が滞在･在住してきました。このコーナー

では主にゆかりの人物として紹介していますが、今回は視点を変えて二宮の記述のある本の紹介をします。 

上記紹介の本は全て図書館に所蔵しています。 

他にもまだまだ二宮の記述のある本はありますので、順次紹介していきたいと思っています。 

◆参考資料：（著者/出版社/掲載ﾍﾟｰｼﾞ/出版年/請求記号）①⇒小沢昭一/新潮社/p38/＇95 /915 ｵｻﾞ ②⇒泉麻人著/平凡社/p 144/＇12/782.3 ｲ ③⇒女性建築技術者の会/三省堂
/p134/＇06 /527.0ｱ ④⇒黛まどか著/東京書籍/ｐ216/＇05 /911.3ﾏ ⑤⇒藤波孝生追悼集刊行委員会/同左/＇08/ｐ95/289.1ﾌｼﾞ ⑥⇒波多野勤子/小学館/ｐ283/＇82/371.4
ﾊ 5 ⑦⇒長田渚左/文芸春秋/ｐ46/＇04/785.2 ｷ ⑧⇒名取二三江/理論社/ｐ1/＇00/NY ﾅｶﾞ 

 
 

植物の血液型？ 

ふぅ～ん 

図書館内に設置している利用者用検索端末(館内 OPAC)のキーボード版が、5 月

10 日からバージョンアップし、より使いやくなりました。 

新しくなったキーボード版 OPAC は、ホームページの検索画面と共通のデザインに

なり、今までホームページのみでご利用いただけた、｢お気に入り｣の機能と｢予約か

ご｣の機能が利用できるようになりました。｢巻数順貸出｣の指定画面なども、ホーム

ページの画面と同じになりました。 

また、行事のお知らせなどもホームページと

同じものが表示されます。 

館内 OPAC では、今まで通り配架場所の表示

や、資料確認票レシートの出力もできます。 

資料確認票レシートの書架表示もわかりやす

く、書架番号などが詳しく表示されるようにな

っています(レシートの表示内容は、タッチパネ

ル版・キーボード版同じ内容です)。 

便利になった館内 OPAC をどうぞご利用く

ださい。 

※ この期間に予約が多かった本です 

【 一 般 書 ベスト１０ 】 

作品の中の二宮 

このコーナーでは、二宮にゆかりのある人物や文学作品等をご紹介しています。ここで紹介された人物や作品関連の情報がありましたら、図書館までお寄せください。 

◆「次の二宮は降りましょう。どうして二宮に降りるのか。

ええ、私が今までに一度も降りたことのない駅だからであ

りまして、何事もオ初というのは心はずむものですョ。」   

～『小沢昭一的東海道ちんたら旅』小沢昭一著～ ① 

◆「二宮の町域に入った所に古風な佇まいの青果市場があ

る。この辺の名産品といったら何だろう……と思っていた

ら、<二宮名産 落花生>の看板を掲げた豆屋がぽつぽつと

見受けられる。」  

～『箱根駅伝を歩く』泉麻人著～ ② 

◆「私にとっての記憶の中の住まいは、生まれてから 18

年間を過ごした二宮の借家です。二宮は海の幸、山の幸に

恵まれた空気の美味しい土地でした。」 

   ～『アルバムの家』女性建築技術者の会著～ ③ 

◆「神奈川県の二宮町にも袖ヶ浦という地名があっ

て、ここにも小袖が流れ着いたという伝承がある。

吾妻神社もあって、ヤマトタケルと弟橘姫がまつら

れています。」 

～『17 音の交響曲(シンフォニー)』黛まどか著～ ④ 

◆「神奈川県二宮町の東海道線の駅からほど近い炉端焼き

の店。東京駅から普通電車で、一時間二十分ほどの距離だ。

数人いた客は、藤波さんと私のふたりだけになっていた。」 

～『含羞の人-藤波孝生追悼集-』藤波孝生追悼集刊行委員会編著～ ⑤ 

◆「二宮は東京から一時間半、海が遠浅でないために取り

残された昔ながらの漁師町で、物価が安くお魚も新しい。」 

～『波多野勤子著作集 5』波多野勤子著～ ⑥ 

◆「社宅を出て神奈川の景勝地、西湘二宮に移り住んだ。

太平洋から打ちつける荒波の海岸線が気に入ってこの地

を選んだ。しかし、波が荒くて遊泳禁止だったために、近

くにプールを探した。」 

～『「北島康介」プロジェクト』(-ＣＨＡＰＴＥＲ２映像分析-河合正治-より)

長田渚左著～ ⑦ 

◆「東海道の二宮駅から少し歩いて坂道を上がると、視界が広が

り海となります。そこは相模湾。海までの道の途中に画家のアト

リエのような黄色い小さな看板のある家があり、その一階が長尾

和子さんがオーナーシェフをつとめるレストラン、マリークロー

ド(※)です。」    ～『シェフ長尾和子』名取二三江著～ ⑧ 

※2011 年 10 月閉店、現在は都内で営業 

館館内内 OOPPAACC ががババーージジョョンンアアッッププ！！  

  

 

※タッチパネル版は従来と同じようにご利用いただけます。 

 

☆｢お気に入り｣｢予約かご｣が館内でも利用できるようになりました！ 

☆資料確認票レシートの書架説明がわかりやすくなりました！ 

  

お試しください！ 



－４－ 

4月末までの累計 

3,673,551円 

次号図書館だよりは 12 月発行予定です。しばらく時間があいてしまいます

が、ホームページや町広報などで、随時新しいお知らせを掲載していきます

ので、どうぞよろしくお願いします。今後も、図書館が「身近な存在」とし

て皆様の暮らしの中にあってほしいと願っています。 

 

 ひとつだけ ～編集後記にかえて 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
   図書館だよりＣＤ版もあります。お問い合わせください！ 

編集･発行 二宮町図書館   
住所 〒259-0123 

二宮町二宮１２４０－１０  
 0463－72－6913 FAX 0463-72-6914  
ホームページ  http://www.ninomiya-public-library.jp/

 

３月 

一 般／『ＣＯＬＯＲ・色』 

児 童／『はるをみつけた』 

Ａ Ｖ ／『春のあしおと』 

 

 

一 般／『選る』 

児 童／『絵本から物語の本へ』 

 

 

 

 

5 月 

 
■特設展示（２～５月） 

『山本兼一』『安西水丸』 

『ガルシア･マルケス』 

『渡辺淳一』 

■児童特設（２～５月） 

『まど･みちおさんをしのんで』 

『上橋菜穂子さん 国際アンデルセン賞受賞』 

『エーリヒ･ケストナー没後40 年』 
 

■地域資料展示ケース【二宮ゆかりの人物】 

４～６月・・・『北村 薫とミステリー』 

７～9 月・・・『吉田五十八生誕 120 年･ 

没後 40 年』 

■書庫の本紹介コーナー 

４～６月・・・『警察小説』 

７～9 月・・・『「食」な小説』 

 
 

 

 

 

『二宮ゆかりの人物  
ガイドブック』 
好評発売中！ 

 

 

 
雑誌リサイクルについて 

  
■6 月からリサイクル雑誌の提供を行います 

 

 とき：毎月第 4 日曜日 10 時～（無くなり次第終了） 

 場所：図書館入口脇 

 内容：平成 25 年度除籍した雑誌 
  

○おひとり５冊までお持ち帰りいただけます。 

○平成 25 年 4 月除籍分以降、約 2 か月分ずつ 

提供します。 

 ※リサイクル図書の提供については、別途館内 

掲示や図書館ホームページでお知らせします。 

 
  

 

追悼展示 図書館基金 

《月別合計》 
 
2 月の金額 

6,130円  
3 月の金額 

5,341円  
4 月の金額 

8,989円 

 

６月 

一 般／『妖(あやかし)』 

児 童／『あめのひ なにしよう？』 

Ａ Ｖ ／『初夏を感じる』 

4 月 

一 般／『Q ．テーマはいったい 

何でしょう？』 

児 童／『はるをみつけた』 

 

★H26 年度雑誌受入中止のお知らせ 

 「明日の友」「一枚の繪」「栄養と料理」 

  ※Ｈ26 年３月発行分で受入終了しました 
 
★図書館スポンサー制度による受入のお知らせ 

 「現代農業」「旅の手帖」「MOE」「山と渓谷」 

  ※H26 年４月発行分よりスポンサー制度に移行しました 
 

★新着 AV 資料の配架について 

 2014 年度から新着 AV 資料は年 2 回（4･10 月の 5 日）

に配架します。また、寄贈された CD を年 4 回（7･9･1･

3 月の５日）に配架します。  

◆わらべうたであそぼう！〈乳児向け〉 

とき：6 月 28 日(土) ①13 時～ ②14 時～ 

場所：ラディアン 和室   対象：0 歳児とその親 

定員：①②各 10 組（定員を超えた場合は抽選） 

講師：桐岡眞澄氏 

内容：わらべうたを歌いながら、体を動かし、親子のふれあいを

楽しみます。 

申込：5 月 27 日(火) 9:30～ 図書館カウンターか電話にて受付 

申込期限：6 月 20 日(金) 

☆9 月、11 月にも同じ内容で開催します。広報やお知らせ版

にてご確認ください 

 

 

◆絵本はこころのおやつ 
～after ブックスタート～」 

とき：7 月 11 日(金) 10:00～12:00 

場所：ラディアン ミーティングルーム２ 

対象：乳幼児の保護者の方  

定員：20 名（先着順） 

講師：にのみやおはなし会 

内容：絵本選びのコツや子育て中の絵本との関わり

を体験談も交えてお話します。  

申込：6 月 13 日(金) 9:30～  

図書館カウンターか電話にて受付 ※託児あり 

 

★視聴覚資料リストを更新しました 

開館当初から201４年 3月 31日までに受入をしたＡＶ

資料の所蔵リストです。形態別、ジャンル別に載って

います。新着リストとあわせてご利用ください。 

行事･事業 対象 とき 時間 場所

ちいちゃいおはなし会 ２～３歳児とその親 毎月第２水曜日 (※8月は8/6) 10:00～10:30

おおきいおはなし会－小学生から 小学生～大人 13:30～13:50

おはなし会とおりがみあそび 幼児・小学生 14:00～14:50

図書館託児サービス

（保険料30円）
町内在住の未就学児

毎月第３木曜日

 　　(※申込みは毎月１日より)

10～12時の内

1時間
ラディアン保育室

図書館

おはなしのへや毎月第３土曜日 (※8月は8/23)

※くわしくはお問い合わせください。 行  事 

初回は 6/22 


