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にのみやまちとしょかん

図書館だより

ﾘﾆｭｰｱﾙ！

第３号

５月の連休前、図書館の東側の梨畑の白い花が一面に咲き、木々の新緑とともに、とてもまぶしく輝いてい
ました。一年を通して図書館来館者の目を楽しませてくれる花や木々。自然がまだ身近にある二宮だから・・
の贅沢ですね。見逃した方も、ぜひ来年、図書館の２階のテラスで心和むひと時を満喫してください！

図書館の展示！

特集

図書館の蔵書も開館以来増えつづけ、現在１４
万冊を越えました（ＡＶ・雑誌は除く）。来館さ
れて「何読もうかな」と迷ったり、「今何が一番
人気なの」と思われている方いませんか。
図書館では資料をいろいろなかたちで紹介し
ていますが、そのひとつが資料展示。開館以来毎
月続けている、図書館のウリのひとつです。展示
されている資料はすべて貸し出しできます。
(←)図書館を入ってすぐ右脇のテーブルが、一般
向けのエントランス展示架。テーマを決め職員
が交代で資料を選んでいます。毎月変わる展示を
今後もお楽しみください。

また､子どもの本コーナーに足を踏み入れると円形の２段書架があります。(↓→)
こちらが児童向けの展示架。やはり児童担当の職員が交代でテーマを考え、毎月
資料紹介しています。ディスプレイを凝らし、大人も楽しめて評判なので、ぜひ
一度のぞいて見てください。
このほかにも、その時々をとらえた資料
紹介、亡くなった作家の特集などの特設展
示も併せて行っています。
◎展示された資料のリストもあります。
カウンターで職員にお尋ねください。
〜 昨年の展示テーマ一覧 〜
月

一般

児童

月

１月 東海道４００年
２月 新書？新書！

馬／工藤直子

３月 別れ、そして出会い
４月 大人も楽しもう絵本！
５月 韓国をまるごと楽しもう
６月 結婚

９月
いい日旅立ち
絵本を楽しもう！
１０月
うまれる
１１月
ＦＩＦＡＷ杯がやってきた！ １２月

復権！ファンタジー

一般

７月 ﾗｯｷｰ７（七）のつく本
８月 続・芸づくし 東海道五十三次
森
酒
11 月あれこれ
２００２文学賞受賞作

−１−

児童
7・七・セブン
課題図書・すすめたい本
おつきさま
にほんのかみ・にほんのいろ
秋のなかまたち
クリスマスに贈る

展示テーブルから
今月のテーマは、五月に催される図書

その中で手にとっていただきたい一

館主催の文学講座に関連して｢小田原と

冊は、
『わたしの小田原』
（新井恵美子

文学｣です。小田原は昔からの貴重な文化

画像なし

が数多く保存されていますが、風光明

著／丸井図書出版／914 ｱﾗ）です。国
府津から二宮にかけての戦中・戦後の

媚・温暖な気候ということもあり、文学

町並みや、暮らしの様子が思い浮かび

者の足跡がそこかしこに残されています。

懐かしく思われます。皆さんのウォー

今回は小田原ゆかりの文学者、小田原が

キングのハンドブックとしてもいか

舞台の作品・童謡などを展示しました。

がでしょうか。

映像 DVD

新着本紹介

『その時歴史が動いた〜戦国編〜』
『ベルがあなたを呼んでいる−電話交換業務４１

（全５巻／ＮＨＫソフトウェア／210 ｿ）

年の現場から』（岩堀公子著／新風舎／336.4 ｲ）

歴史の決定的な瞬間を

何気ない電話の対応で 1 日気分がよかったり、逆
に不快な思いをすることがあります。まして企業で
あれば、たった一本の電話でその企業全体の印象が
良くも悪くもなります。
大手建設会社の電話交換室に４０年以上勤めた著
者が、電話対応のマナーを整理しまとめたこの一冊。
いわゆる“マニュアル本”とは違い、電話のプロが
日々見てきたこと感じたことがそのまま綴られてい
ます。知っていることとできることは、実は全く違
うこと。当たり前のことがきちんとできる格好いい
大人であるために、まずは感じのよい電話対応を心
がけてみませんか。

つくった人々の姿を描い
て好評を博しているＮＨ
Ｋ総合の番組「その時歴

画像なし

史が動いた」がＤＶＤに
なりました。
今回収録されているの
は戦国時代の武将たち。
信長、秀吉、家康の３人
の天下人に、信長を討った明智光秀、そして「独眼
竜」伊達政宗。彼らはその時何を思い、いかに動い
たか。歴史が動いたその瞬間が豊富な資料と映像で
甦ります。

録音 ＣＤ
『立川談志プレミアムベスト落語ＣＤ−ＢＯＸ』
画像なし

（全１０巻／竹書房／560 ﾀ）
落語界の鬼才にして「元国
会議員」の肩書きまで持つ立
川談志。彼の芸歴５０周年を記

画像なし

念して作られたＣＤ集です。

平成の世に起こったあの事
〜「虹」はなぜ虫偏？〜
虫はヘビの形からきて
いて、工（つらぬく）
がついて天空を貫く大蛇を見立てた呼び名のた
め虫偏となっています。また、虹には雄と雌も
あって、色の鮮やかな主虹が雄で「虹（こう）」
、
色の順序が逆の副虹が雌で「蜺（げい）」と中国
の古語では呼んでいるようです。

件、あの出来事を、バッサバッサと斬っていきます。
立川談志本人が "生涯最高の出来" と自薦する大ネ
タの数々を思う存分お楽しみ下さい。

新着ＡＶ紹介
−２−

〜 地域資料コーナー

シリーズ
35

２階全体の案内図
は「利用ガイド」を
ご覧下さい。

地域 資料

参考図書／白書

参考図書

参考図書

参考図書

27
27

26

二宮のことを調べたい！と思ったら、まず見ていただきた
い書架です｡二宮町をはじめ、県内市町村の資料が手にとって

地域資料

二宮Ｎ

25

36

地域 資料

28

Ｒの大型本／縮刷版

机

見ることが出来ます。
行政資料の一部（議会議事録や統計）、歴史、民俗、地理、文
学などに分類されています。場所は、２階の奥、黄色い柱が
目印です。

『二宮町郷土誌』
（町教育委員会／1972／N B1）は、この１
冊で町の歴史を知ることが出来ます。小学生の調べ学習でも
柱

大活躍の資料です。

また、今年度から、二宮にゆかりのある人物の調査を進めています。
まさ お

文学者では、
『夏の葬列』で知られる山川方夫氏が当時住んでいました。残念なことに、ここ二宮で若くして事故で
亡くなっています（昭和４０年）。また、戦時中多くの著名人が二宮に疎開していました。このような情報を集め、文
献等に基づいて今後も調査を進めていく予定です。

平成 15 年度の主な図書館事業
○

資料購入費

○

子ども向け行事

図書・ＡＶ他

約１，７００万円

わらべうたであそぼう！（毎月）

雑誌・新聞

約

おはなし会

３３０万円

ちいちゃいおはなし会（毎月）

○

団体貸出サービス

おまけのおはなし会（毎月）

○

図書館協議会（年３回）

おはなし会とおりがみあそび（毎月）

○

雑誌リサイクルコーナー（毎月）

人形劇（未定）

○

図書館だよりの発行

子ども向け映画会（８月）

○

二宮ゆかりの人物調査

○

大人向け行事
図書館講座―文学散歩（５月）

■ＡＶ部門−ビデオ・DVD

平成 14 年度

ベストリーダー

第１位 新きかんしゃトーマス ｼﾘｰｽﾞ 2-3 ゆうかんなﾊﾟｰｼｰ
第２位 新きかんしゃトーマス ｼﾘｰｽﾞ 2-4 ﾄｰﾏｽとふるいきゃくしゃ

■一般書部門

第３位 新きかんしゃトーマス ｼﾘｰｽﾞ 2-2 ジェームスがあぶない
第４位 ﾌﾞﾘｯﾄ･ｵｰﾙｸﾛﾌﾄのきかんしゃトーマス

第１位 模倣犯（下）／宮部みゆき著
第２位 模倣犯（上）／宮部みゆき著

ゆうれいきかんしゃ

第５位 ﾌﾞﾘｯﾄ･ｵｰﾙｸﾛﾌﾄのきかんしゃトーマス
ﾄｰﾏｽとﾊﾟｰｼｰとせきたん

第３位 血脈（上）／佐藤愛子著
第４位 かんたん宿根草花−育て方・楽しみ方／柳宗民監修
第５位 冷静と情熱のあいだ−Ｒｏｓｓｏ−／江国香織著

■ＡＶ部門−CD・カセット
第１位 少年時代（ﾋﾟｱﾉで奏でる日本の叙情歌１）

■児童書部門
第１位 ハリー・ポッターと賢者の石
第２位 ハリー・ポッターと秘密の部屋
第３位 かいけつゾロリつかまる！！
〃

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人

第５位 かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん

第２位 ﾌｫｰｸ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ−東芝 BMI 編−Vol.1 ｶﾚｯｼﾞ･ﾎﾟｯﾌﾟｽ集
〃

ﾌｫｰｸ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ−Folk & new mucic best collection
ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ編 Vol.2
ﾌｫｰｸ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ−Folk & new mucic best collection
〃
ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ編 Vol.3
第５位 ﾌｫｰｸ･ﾋﾞﾚｯｼﾞ−Folk & new mucic best collection
ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ編 Vol.1
−３−

利用者の声Ｑ＆Ａ

★ ＡＶ資料の展示が始まりました
４月から隔月（偶数月）にテーマを決めて集めます。もちろん貸出も

Ｑ：

OK。場所はＡＶ書架のフェイスアウト部分で展示期間は１ヶ月間です。
今後どんなテーマのＡＶが並ぶのか、乞うご期待！

本やＡＶ資料を延長して借り
たいのですが？

Ａ： 本・雑誌のみ延長が可能です。

2003.３.31 までに受入れたＡＶ資料のリストです。ご活用下さい。

★ 子どもの本コーナーをのぞいてみて下さい

（ＡＶ資料の延長はできません）
（ＡＶ資料の延長はできません）
貸出期間内で予約が入っていなけ

また、あたらしい仲間が加わりました。ぬいぐるみのぞうのババール

ればできますので、延長したい本と

１０頭と、気球にのったババールです。図書館を楽しむ会・手作り班ピ

利用カードを１階カウンターにお

ノキオの皆さんの力作です｡（※ババールは『ぞうのババール』
（ｼﾞｬﾝ・ﾄﾞ・

持ちください。その日から２週間延

ﾌﾞﾘｭﾉﾌ 作／やがわすみこ 訳／Ｅブリ）シリーズの主人公です）

★ 住所や電話番号の変更があったら 〜 利用カードをお持ちの方へ
必ず変更手続きをお申し出下さい。その際、確認が必要です。変更後の

事

のみになります。また、お電話での
延長はできません。

ご住所がわかる免許証や保険証をお持ちください。

行

長ができます。ただし、延長は１回

※ くわしくはお問い合わせください

おまけのおはなし会
ちいちゃいおはなし会

わらべうたであそぼう！

おはなし会とおりがみあそび

６月１１日（水）

５月１７日（土）

７月

６月２１日（土）

９日（水）

平成 1５年度

５月１６日（金）
６月２０日（金）

図書館講座

＜ 白秋のふるさと・純文学の輝き＞ 〜 小田原文学散歩 〜
第１回（講 義） ５月２４日（土）

第２回（文学散歩） ５月３１日（土）

時

間 ９：３０〜１１：４５

９：００〜１５：００

場

所 ラディアン

二宮駅集合

内

容 ① 小田原と文学 ② 北原白秋とその周辺

小田原散策

③ 川崎長太郎の世界
講
募

･･･文学者ゆかりの史跡や碑などを巡ります

し ま づ かつあき

師 島津 勝昭 氏（文芸評論家）
集

人

数 定員２５名（先着順。原則として両日参加できる方）

申 し 込 み 方 法 ５月２日（金）より図書館窓口・電話にて受け付けています。
参

加

費 無料。但し入館料、交通費、昼食代等は実費になります。

展示テーマ
一般 ／ ＩＴ
４月

児童 ／ 文学賞をとった作品

編集後記
図書館だよりがリニューアルしました！新しい図書館

ＡＶ・一般特設 ／ 鉄腕アトム生誕記念

になってから「図書館だより」として２回、
「お知らせ号」

児童特設 ／ 金子みすゞ生誕１００年

を入れると全部で５回発行していましたが、今年度からは
隔月で発行していく予定です。奇数月の１５日の発行を予

５月

一般 ／ 小田原と文学

定していますので、次号は７月１５日。お楽しみに！

児童 ／ 水中探検
−４−

二宮町二宮１２４０︲１０ ℡０４６３︲７２︲６９１３

★ ＡＶ受入リストが更新されました

編集／発行 二宮町図書館

お 知 ら せ・お 願 い

ＡＶ書架のフェイスアウト部分

