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   特集      成長する図書館 ～開館４周年を迎えて～ 
    

200４.１１.15 発行 
(奇数月15日発行) 

来年は、町政施行７０周年を迎え記念の年であ

り、図書館が昭和５０年に開館して満３０年の節目

の年でもあります。基礎を踏まえつつ、新しい施

策をとり入れて、これからもよりよい図書館づく

りに努めてまいります。インターネットによる資

料検索や資料要求に対応するネットワークづく

り、学校図書館との連携や子ども･高齢者･障害者

へのサービスの充実など、読書環境の整備に向け

て検討してまいります。今後とも皆様のご支援、

ご協力をお願い申し上げます。 
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入館者数累計

貸出点数累計

 

新図書館が開館して４年間、関係者一同サービスの充実に努めてまいりました。 
この間、町民の方々の読書に対する関心は極めて高く、入館者は２００３年１０月に１００万人を超え、貸出点数（含

雑誌、ＡＶ）も８月に１００万点を超えました。これは町民１人当り年１１日、１１冊強の利用で、県内市町村図書館

の中ではトップクラスの利用となっています。 

貸出点数100万点突破！
（2003年 8月27日） 

入館者数100万人突破！
（2003年10月19日） 

入館者数・貸出点数累計グラフ

←(右)書庫の様子 

地下1階書庫 

（Ｈ16年１０月）  

(点・人) 

わらべうたで   → 
あそぼう!の様子 

ラディアン和室 

（Ｈ16年10月） 

↑ 児童展示テーブル
こどものほんのコーナー

   （Ｈ15年12月） 
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  「世界地理」って何のこと？地
球の上にはたくさんの国や地域

があり、いろいろな自然や文化、

社会があります。地理とはそうし

た世界の様々な姿を知ることで

す。この本には「自然と環境」「産

業と貿易」「地図」「人権と民族」

「宗教」あるいは「世界ランキン

グ」といった誰もが興味を持ち、

知って得する知識がいっぱいです。 

たとえば、世界各国の観光名所、郷土料理、消費税率

からプロサッカーチーム名やオリンピックまで、世界中

の興味深いテーマがパズルとクイズでたくさん出てきま

す。クロスワードパズル、連想クイズ、スケルトンパズ

ルと問題も様々で、なかなか歯ごたえのあるものばかり

です。楽しみながら本の中で世界旅行ができる、そんな

気分になれる本です。 

  

デブラ・ウィンガーと言えば「愛

と青春の旅立ち」「愛と追憶の

日々」など数々の名作が思い出さ

れます。彼女は９０年代半ばまで活

躍したハリウッドの演技派女優で

すが、中年を迎えて家庭を選び引

退しました。 

女優にとって両立は無理なの

か。この映画は、その答えを求め

て自らも４０代となり両立に苦しむロザンナ・アークェ

ットが、同様に悩める３４人の女優達にインタビューし

てゆくドキュメンタリーです。 

自己の弱さも正直に見つめながら、男性社会の壁に立

ち向かう彼女達の本音に驚きながらも清々しさを感じる

ことでしょう。後半にデブラが登場しますが、彼女のナ

チュラルな姿がとても美しい。それぞれが納得して人生

を選択することで放たれる輝きが、映像に満ちています。

デブラを探す旅は現代を生きるすべての女性達の旅であ

ると言えるでしょう。 

能、骨董、花、西行、百人一首。この一見さまざまなものを、一つにまとめるキーワード

は「白洲正子」です。１１月の展示では「白洲正子の世界」というテーマで、図書館の分類

ではどうしてもばらばらの棚に分かれてしまう作品を一堂に集めました。 

そのなかから、とくに初めて読む人におすすめしたいのが『名人は危うきに遊ぶ』（白洲

正子著／新潮社／914 ｼﾗ）です。３８の短編からなる随筆集で、すべての作品に通じるほんも

のを見通す目や、凛とした美しい文章の魅力が凝縮されています。「･･･講堂跡の敷石の上に

寝そべって、空往く雲を眺めている時ほど豊かな気持ちにひたることはない。何もないとい

うのは、また何でもあるということだ。･･･」澄んだ秋空の下で、こんな気持ちのよい文章

を読むのは最高の贅沢ではないでしょうか。 

白洲正子の本からはじまる本の連鎖、“読書サーフィン”を是非楽しんでください。 

振り袖はどうして 
未婚の女性だけ着るの？ 
 
昔、未婚の女性は振り袖で愛情表現をした

と言われています。「好き」という表現は着物

のたもとを左右に振り、「嫌い」はたもとを前

後に振って密かに自分の意志を伝えたそうで

す。「彼に振られた」「彼女を振った」という

表現はこの「振り袖」からきているといわれ

ています。結婚した女性が振り袖から留め袖

に変わるのは、愛情表現が必要なくなったと

考えて振り袖の「袖を詰めた」着物という意

味からきているそうです。 
 

『古典落語入門－ベスト－』 
（古今亭志ん生ほか口演／king Record／560 ｺ）

『デブラ・ウィンガーを探して』 

（ﾛｻﾞﾝﾅ･ｱｰｸｪｯﾄ監督／ｴﾚﾌｧﾝﾄﾋﾟｸﾁｬｰ／778.2 ﾃﾞ） 

『世界地理パズル 図解雑学－絵と文章でわかりやすい！－』 
（夢現舎監修／ナツメ社／290 ｾ） 

 

  この秋、極上の古典落語を、落語の戦後黄金期か
ら現代に至るまでの第一線の演者達の競演でじっく

り楽しんでみませんか。 
 『古典落語入門ベスト』には、古今亭志ん生の「黄 

金餅」、三遊亭円生の「がまの油」、三笑亭可楽の「三方一両損」、三遊亭金馬

の「目黒のさんま」を含む７作品を収録しています。 
 失敗噺あり、人情噺あり、演者達がつくりだす人間だれしもが持つ、昔も

今も変わることのない感情の世界を心ゆくまでご堪能ください。 

録音 ＣＤ

 本 

展示テーブルから 
１１月の展示テーマ 
白洲正子の世界 

映像 ビデオ 

 

 

画像なし 

 

 

画像なし 

 

 

画像なし 

 

 

画像なし 
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昭和１６年、日米開戦当日、預けておいたドテラを取りに小

田原の知人ガランドウ氏宅を訪れていた安吾が、東京の友人の

夫人に魚を買ってくるよう頼まれていたことを思い出し、ガラ

ンドウ氏の知り合いの二宮の魚屋まで、氏と共に出かけた時の

一日を書きつづった作品です。 
ラジオニュースで太平洋戦争が始まったと流れても、バスで

小田原から二宮へ向かう東海道は、松並木に駐在の巡査が立っ

ていたほかには、戦争を感じさせる物はなく、普段と変わらな

い様子がうかがえます。また、当時の二宮では東海道線の複々

線の拡張工事中で、沿道の寺の墓地が移転の為、掘り起こされ

ている様子なども書かれています。 
題名の『真珠』は真珠湾奇襲攻撃で戦死した青年将校が、「散

って真珠の玉と砕けん」とよんだ辞世の歌からとったもので、

作品は９人の青年将校を「あなた方」とよび追慕し、安吾の死

生観をも、語っていると思われます。 
なお『坂口安吾と三好達治』・『おだわら－歴史と文化－６号』

には、作品に登場する人物や場所などが書かれているので読ん

でみてはいかがでしょうか。 

◆参考資料  『坂口安吾全集 ０３』（坂口安吾著／筑摩書房／1999／918.6 ｻ 3） ／ 『坂口安吾と三好達治－小田原時代－』（金原左門著／夢工房／2001／K 23.1 W0）／

『おだわら－歴史と文化－第６号』（小田原市役所企画調整部市史編さん室編／小田原市役所企画調整部市史編さん室／1993／K 23.1 B1） ／ 『文学神奈川地図』

（神奈川新聞社編／有隣堂／19６９） ／ 『坂口安吾展』（世田谷文学館編集／世田谷文学館／1996） 

第１位  いま、会いにゆきます／市川拓司 

第２位 ダ・ヴィンチ・コード 上・下／ダン・ブラウン

第３位 もうひとつの冬のソナタ／キムウニ

第４位 アフターダーク／村上春樹  

第５位 夏の名残りの薔薇／恩田陸 

〃  真夜中の神話／真保裕一 

〃  半落ち／横山秀夫 

〃   冬のソナタ 下／キムウニ 

第１位  ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 上 

第２位 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 下 

第３位 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 下 

第４位 魔法使いハウルと火の悪魔 

〃  １３歳のハローワーク 

第５位 ダレン・シャン １１ 闇の帝王 

〃  ダレン・シャン ３ バンパイア・クリスマス

〃  ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 

〃  ハリー・ポッターと炎のゴブレット 上 

【 一 般 書 】 

【 児 童 書 】 

 坂口 安吾 ／『真珠』 

９月～１０月
※ この期間に予約が多かった本です 
２００４年 

 ベストオーダー 

こんなこと 
ありませんか？ 

図書館の利用者用検索端末機で探したが、知りたいことが

載っている本が見つからなかった… 

そんな時はあきらめず、ぜひ図書館の職員に聞いてくださ

い。それがレファレンスサービスの第一歩です。 

坂口安吾（１９０６年～１９５５年）は、親交のあった三好達治の勧めもあり、昭和１５年１月から１年間ほど小田原の早川橋付近

に仮寓
か ぐ う

していました。 
『二の宮の魚市場には二間ぐらゐの鱶が一匹あがってゐた。目的の魚屋へついたが、地の魚は、遂に、一匹もなかった。

（中略）十二月八日午後四時三十一分。僕が二の宮の魚屋で焼酒を飲んでゐたとき、それが丁度、ハワイ時間月の出二分、

午後九時一分であった。』 （『真珠』より） 

わかりやすい言葉で説明すると「調べもの・探しもの、お手伝いします」ということ

です。図書館における主要なサービスの１つで、職員が利用者からの依頼で直接受付、

回答をするものです。その調査方法は様々ですが、基本的には、館内にある図書などの

資料を探し、利用者の知りたい情報を集めていきます。すぐ回答できる場合と、時間が

かかる場合とがあり、インターネットの情報を手がかりとして調査を進める場合もあり

ます。 
また、二宮町の図書館で調べきれない事柄などは、図書館間のネットワークを利用し

て、さらに県立図書館や国立国会図書館などに問い合わせをします。利用者の方が知り

たい情報を手にするまで、あきらめない姿勢で取り組みます。 

※ただし、お答えできない調査内容があります。例えば、懸賞やクイズの問題の解答、学習

課題の解答、病気の診断や治療について判断を必要とする内容、法律相談、身の上相談など

で、これらに関してはそれぞれの専門機関等におたずねください。 

レファレンスサービス 

◇二宮町の道祖神について知りたい。また場所を教えてほしい。 
◇３千ｍ級の山に登る予定だが、高山病の症状や治療法について知りたい。 
◇ししおどしの作り方を知りたい。 
◇ISDNとは何なのか知りたい。 
◇火のおこし方が知りたい。 

今までに寄せられた質問の事例 
図書館２階に調査・相談カウンターが

あります。職員がおりますのでお気軽に

声をかけてください。そしてもっともっ

と図書館を上手に使って、あなたの日常

生活にお役立てください。 

図書館のどこで聞けばいいの？ 

レファレンスサービスって、何？ 

『真珠』 
（昭和１８年１０月 大観堂） 
「真珠」は昭和１６年１２月８日の真珠湾攻撃に

題材をとったものです。 

このコーナーは、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。 

 

 

画像なし
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一    般 ／『白洲正子の世界』 
児    童 ／『あつまれ！オオカミ』 

 
一    般 ／『頭の体操しませんか？』 
児    童 ／『芸術の秋』 
Ａ   Ｖ ／『Ｈｅａｒｔ  Ｗａｒｍｉｎｇ  Ｊａｚｚ』 

 

「すきすきぼうし」 
なんだろう・・と開いてみ

たら！絵本『すきすきぼう

し』から生まれたオリジナ

ルの作品。どのぼうしがに

あうかな？ 

「大型絵本用バッグ」 
大型絵本の貸出専用です。

それぞれのバッグにステン

シルの図柄を描いていただ

きました。絵本の主人公が

飛び出してきそう！ 

「遊べる布絵本２点」 
楽しいしかけがいっぱい！ 
親子で一緒に楽しめます。 
『ちいさなまじょのぼうけん』 
『ノンタン みんなでわいわいわい』 

 
 

 
 

           
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ＡＶ資料の延長はできません

                                                        
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

１１月 

１０月 

Q：「二宮町民ですが、
近隣の図書館は利用

できますか？」 
 
A：二宮町では、平塚市、
秦野市、伊勢原市、大磯

町、中井町の公共図書館

と協定を結び、広域利用

サービスを行っていま

す。二宮町にお住まいの

方は、どの図書館でも本

の貸出サービスをご利用

になれます。但し利用カ

ードは、共通ではありま

せん。詳しくは、ご利用

になる図書館へ直接お問

い合わせください。 
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くわしくはお問い合わせください。 

 ちいちゃいおはなし会 
１１月 １０日（水） 

    １２月   ８日（水） 

      １月 １９日（水） 

 

おまけのおはなし会 
おはなし会とおりがみあそび 

※１１月 ２０日（土） 
    １２月 １８日（土） 
      １月 １５日（土） 

わらべうたであそぼう！ 
１１月 １９日（金） 
１２月 １７日（金） 
１月 ２１日（金） 

 

行  事 

今年、最も注目を浴びたアテネオリンピッ

クでは、金１６、銀９、銅１２の合計３７個

という史上最多のメダル総数となり、日本中

が歓喜し一つとなりました。◆「限界は作る

ものではなくて、乗り越えていくもの」とい

うシンクロの井村コーチの言葉が印象に残

ります。何かと、競争・ストレス社会の昨今

に喘いでいる私達に、エールが贈られた気が

しました。◆さて、図書館だよりもリニュー

アルして２年目となり、今後の内容の充実、

改善に活かすため、アンケートを作成しまし

た。ご意見、ご希望等ありましたらぜひお寄

せください。ご協力お願いいたします。 

利用者の声Q&A 

■特設展示  
９月・・・『種村季弘さんをしのんで』 
         『東海道五十三次』 
         『水上勉さんをしのんで』 
１０月・・・『川崎洋さんをしのんで』 

★特別館内整理（蔵書点検）が終了しました 
  休館中はご不便をおかけしました。ご協力ありがとうございました。 
★年末年始休館のお知らせ 
１２月２７日（月）～１月４日（火）まで休館させていただきます。 
※休館中の返却ポストへの返却はご遠慮ください。 
★図書館をたのしむ会・二宮の手作り班ピノキオから手作り布絵本が寄贈されました 

 

◇上記の布絵本３点は、ご覧いただけるようになりましたら、館内でお知らせいたします。 

◇大型絵本用バッグの利用をご希望の方は、１階カウンターでおたずねください。 

雑誌のリサイクル 
コーナー 

１１月 ２８日（日） 
１２月 ２６日（日） 
１月 ２３日（日） 

編集後記 

※１１月はスペシャルおはなし会のためラディアンミーティングルーム２で行ないます。 


