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二宮町のほぼ中心に位置する吾妻山。町のシンボルともいえる吾妻山は、山全体をぐるりと散策道が巡り四季折々の自然

を楽しめる公園として整備されています。頂上の展望台は360度の大パノラマで、南に広がる相模湾は、晴れた日には大

島や初島も見ることができます。「関東の富士見百景」にも選ばれており、富士山をはじめ箱根や丹沢などの山々が手に取

るような近さに感じられます。とくに菜の花の時期の眺望は絶景です。また、森の散策道での野鳥探索や、吾妻神社や浅間

神社を巡っての歴史散策など、いろいろと見所も満載です。今回の特集では、身近な観光地、吾妻山をご紹介します。 

吾妻神社は梅沢地区の氏神

で、祭神は弟橘媛命（おとたち

ばなひめのみこと）とし、日本武

尊（やまとたけるのみこと：景行天

皇の第三皇子）を配祀していま

す。創建は第十二代景行天皇

の時代と伝えられています。

言い伝えによると、日本武尊

の東征の時、三浦半島の走水

から海路、上総へ渡ろうとす

ると、突如として暴風が起こ

り、船もろとも海中に沈むか

と思われました。そこで妻の

弟橘媛命は、夫に代わって海

の神の怒りを鎮め夫の武運

を祈るため海に身を投じる

と、海はたちまち穏やかにな

* かながわの花の名所１００選 

･･･コスモスの名所として選定 

* かながわの公園５０選 

･･･吾妻山の地形と自然を生かした公園として選定 

* かながわの美林５０選 

･･･スダジイ林、アカマツ林、クヌギ・コナラ林、

ヒノキの植林など様々なタイプの林が見られる 

→至二宮駅

* かながわの探鳥地５０選 

･･･雑木林にはウグイスやホオジロ、シジュ

ウカラなどがさえずり、しばしばカラ類や

メジロなどが混群となった姿がみられる 

吾妻神社 薬草園 

浅間神社 

釜野口 

小動物園 至釜野隧道← 

芝生広場 

管理事務所 

野鳥の森 
雑木林 

りました。その七日後海辺に流れついた

命の櫛を吾妻山山頂に埋め、ありし日の

命をしのびました。その場所が吾妻神社

であるとされ、その一帯を埋沢（梅沢）というよう

になった、ということです。さらに海岸近くに漂っ

ていた命の小袖を拾い上げ、山頂に祀ったといい、

そのため二宮の海岸を袖ヶ浦というようになったと

も言われています。 

日本武尊は、東征を終え帰路相模国から足柄を通り

甲斐に出る途中、峠ではるか東方の海を眺め「吾妻

はや（ああ、我妻よ）」と嘆かれたといい、それが吾

妻（東）の地名の由来となったと伝えられています。 

吾妻神社の由来 

浅間神社の由来 
浅間神社の祭神は木花咲耶媛（このはなさく

やひめ）。二宮上町地区の祭神で本社は富士

浅間神社です。木花咲耶媛はその名の通

り咲く花の匂うような美女で、良縁を得

られたので縁結びの神様として信仰され

ています。仇討ちで知られる曾我兄弟の

姉である二宮の花月尼（かげつに）が、仇討

ちの成功を富士浅間神社に祈り、後に大

願成就の感謝の意をこめて、自分の住ま

いの前の吾妻山の山上に浅間神社を祀っ

たと言われています。 

* かながわ未来遺産１００ 

･･･ふるさと神奈川で末永く残し続け

ていきたい“たからもの”として選定 

わりとゆるやかな坂道

→至萬年橋 

自然のままに
近い小道 

うさぎがいます

役場横の入口から階段
（約３００段）と坂道
を登ると、徒歩約２０
分で頂上です

延長約１０２ｍ、高低差１７ｍ、

傾斜は約１０度。山の地形を巧み

に利用した迫力満点の人気施設。

（中学生以下無料、高校生以上１回１００円）

吾妻山は標高136.2m。海
辺から一気に立ち上がっ
ているので、頂上からの眺
めは最高です。 

桜 

水仙 

ツツジ

アジサイコスモス 

菜の花 

桜 

吾妻神社へ
続く階段道 

《周辺地図》 

吾妻山の「かながわの５０選・１００選」

《吾妻山マップ》 

↑頂上からの眺望 

菜の花と富士山 

 
↓至梅沢バス停

梅沢口 

水仙・菜の花 桜 ツツジ アジサイ コスモス 菜の花

《花ごよみ》 

＜ 早咲き菜の花育成準備中 ＞
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選んだ理由は？

人形たち、子どもたちの気持ちが細かく

ていねいに描写され、手にとるようにわ

かるので、楽しく幸せな結末は、自分の

ことのように幸せな気持ちになれます。

ここがおすすめ！

人形や人形の家の細かい描写にわくわく

します。 

寛弘5年(1008年)に編み出されたと言われている『源氏物語』は、平成

20年に千年紀を迎えました。 

これにちなんで、５月の展示テーブルでは源氏物語関連図書を集めてみま

した。1000 年にわたりそれぞれの時代で多くの人々をひきつけてきた源

氏物語は文学的価値はもちろんの事、最古にして最も魅力的な京都のガイド

ブックともいわれています。 

ここに紹介する『歴史地図本知って訪ねる京都』は一般的な旅行ガイドで

はありませんが、それぞれ得意分野をもつ研究者が新しい視点で地図を通し

て歴史を読み解いています。この本を手にとり、王朝文学ゆかりの寺社や平

安貴族の華やかな面影を訪ねてみてはいかがでしょうか。 

←今月の紹介本 
 

『歴史地図本 

知って訪ねる京都』

『Ｂｒｅｚｚａ ｄｉ ｍａｒｅ 
－ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｔｏ ＩＺＵＭＩ ＳＡＫＡＩ－』

（ＺＡＲＤ演奏/ 66分/ 290 ｻﾞ）

       昨年5月に亡くなった坂井泉水さんの追悼ア
ルバムです。ZARD のレコーディングスタッフ

が想いを込めて選曲しています。優しい歌声

はいつまでも私たちの心の中に残ります。

  ２００8年 3～4月新着分より  
 
（著編者／出版社／出版年月／請求記号） 

      『タヒチアンダンスダイエット 
－１日５分で理想のボディ－』 

  （テ・ラ キョウコ著/幻冬舎 /’0８.１/595.6 ﾃ）
毎日たった5分、何かのついでに立ったまま腰を動

かすだけで理想の体型に。日本でのタヒチアンダンス

のパイオニアで、現地タヒチでも高い評価を受けてい

る著者の考案したエクササイズを紹介。 

 本 

録音 ＣＤ 映像 ＤＶＤ

５月の展示テーマ 

京の雅を訪ねて 
～源氏物語千年紀によせて～ 

 

（演奏者､出演者／収録時間／請求記号）

『季のうた－竹神修美七宝作品集－』 

 （竹神修美著/マリア書房/’0８.４/ 751.7 タ）
       二宮にアトリエを持つ七宝作家竹神修美さんの

七宝作品集。四季折々の風景をモチーフにした神

秘的で色鮮やかな七宝作品と共に自詠の詩が添

えられ、洗練された感性が伺える一冊。 

『ビールボーイズ』 

（竹内真著/東京創元社/ ’0８.２/ﾀｹ）
小学６年の１学期が終わった午後、秘密基地に集

まった４人の仲間たち。彼らの１２歳から３０歳

までの 18年間の友情の軌跡をビールの飲み口の

ように爽やかに描く成長小説。ビールのことがよ

くわかるコラム付き。 

『食卓の向こう側 コミック編１』

（魚戸おさむ作画/ 西日本新聞社/’07.10/498.5 ｳ 1）
西日本新聞社の新聞連載が反響を呼びコミッ

クに。食卓から見えてくる社会の問題を浮き

彫りにします。今何をどのように食べるかで、

私達の未来が変わるのだと気づかされます。

『証言沖縄「集団自決」 
－慶良間諸島で何が起きたか－』 

        （謝花直美著/岩波書店/’0８.２/S 219.9 ｼﾞ）
         太平洋戦争末期、「集団自決」に追い込まれた

慶良間諸島の住民。生き残った人々が封印を

解き、命を語ります。私達にできることは、

言葉を受けとめ伝えていくことなのです。 

『水族館 〔２〕』 
（監修・撮影協力：沖縄美ら海水族館 / 

69分 /480 ｽ 2）
        「沖縄の海を旅して、沖縄の海の生きものに出

会う」というテーマの水族館のDVDです。沖

縄ならではの魅力あふれる生きものたちが、

壮大な「美ら海」の世界へ案内してくれます。

『エコトバ』 

（電通ＥＣＯプロジェクト編/小学館/’07.1２/ 810.4 ｴ）
エコなんて知らない昔の人たちが何気なく使

っていたコトバ。そのコトバの中に隠れている

エコな知恵や心遣い。忘れてしまっている大

切なものを思い出させてくれる美しい４４の

エコなコトバと温かい風景写真の数々。 

（歴史探訪研究会編/ 

大和書房/’0６.７/291.6 ﾚ） 

『帰ってきた 

    船乗り人形』
 

■ ルーマー・ゴッデン作 

■ 徳 間書店   

■ ’07 .４  
■ ゴ ツ

担当司書のおすすめ 

新コーナー！ 

画 像 
な し 
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「国道にでて数分走ると、二ノ宮の町に入る。町並みが一キロにもみたない小さな漁師町であった。すると、往路にた

ちよった薬局の前をとおりすぎたとたんに、社旗を目にとめたのであろう、白衣の主人がとびだしてきて大声でよびと

めた。」                                  鮎川哲也著 『二ノ宮心中』より 

◆参考資料 『五つの時計』（鮎川哲也著／東京創元社／1999／Ｂアユ）、『赤い密室』（鮎川哲也著／サンケイ新聞社出版局／1973）、『鮎川哲也読本』（芦辺拓〔ほか〕編／
原書房／1998）、『鮎川哲也の論理』（三国隆三著／展望社／1999）、『本格一筋六十年想い出の鮎川哲也』（山前譲編／東京創元社／2002）、『見えない機関車』（鮎川哲也著
／光文社／1976） 

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。

 《本格の鬼》《日本の本格推理小説そのもの》と称揚され

るミステリの大御所、鮎川哲也。現実の列車時刻表を組み込

むミステリや、まず犯人の犯行を書きそれが暴かれる倒叙推

理小説など、本格派の推理作品で知られています。そんな鮎

川作品のなかに、二宮が舞台として登場する小説がありま

す。冒頭引用の『ニノ宮心中』です。この作品は今から５０

年前の 1958年に、雑誌『宝石』で発表されました。過去に

はラジオでドラマ化もされています。 

***『二ノ宮心中』のあらすじ************ 

横浜で作家が殺害された。犯人は捕まったが、ある記者の

元へ、実は犯人は別にいるという情報が入る。しかしその別

の犯人は犯行時刻に横浜から40キロ離れた二ノ宮で心中し

ようとしていたのでアリバイがあるという。記者らはそのア

リバイを崩そうとしていくが･･････。 

*************************************** 

実際の二宮とは違うフィクションの二ノ宮の話ですが、二

宮や東海道線沿線で馴染みの地名が随所にでてきます。ま

た、この小説ではアリバイ崩しの糸口として平塚駅に関わる

東海道線の時刻表が用いられます。本編のトリックは、鮎川

が当時住んでいた茅ヶ崎から上京のたびに通過するトンネ

ル「品濃隧道」からヒントを得ているようです。 

鮎川
あゆかわ

 哲也
てつ や

（小説家） 

鮎川哲也（1919～2002 本名：中川透）は、戦前から

雑誌の懸賞小説などの応募で作品を発表していました

が、1956 年の長編『黒いトランク』以後アリバイ物の

本格長編を多く執筆しました。1960年には『黒い白鳥』

『憎悪の化石』の二長編で、第 13 回探偵作家クラブ賞

を受賞しています。また推理小説のアンソロジーの編集

も多数手掛け、埋もれた作家、作品の発掘や紹介を精力

的に行いました。１990年には東京創元社により本格も

のを志す有望な新人を発掘する目的で「鮎川哲也賞」が

制定・発足されました。今年で１９回目を迎える鮎川哲

１ 流星の絆／東野圭吾 

２ ホームレス中学生／田村裕 

３ おひとりさまの老後／上野千鶴子 

４ 償い／矢口敦子 

５ ジーン・ワルツ／海堂尊 

６ 私の男／桜庭一樹 

７ そうか、もう君はいないのか／城山三郎

８ 阪急電車／有川浩 

９ 婚約のあとで／阿川佐和子 

10 ゴールデンスランバー／伊坂幸太郎 

タツノオトシゴは 
雄が出産する？ 

タツノオトシゴは、雌が雄のお腹の

中の育児嚢という袋の中にたくさん

卵を産みつけます。やがて雄のお腹か

ら赤ちゃんが出てくるので、まるで雄

が出産しているように見えるのです。

3月～4月
※ この期間に予約が多かった本です
２００８年  
 ベストオーダー 

学校との連携 

団体貸出、総合学習支援（随時）

学校図書館連絡会議（年２回） 

也賞からは、芦辺拓、有栖川有

栖など多くの作家が送り出さ

れています。 

なお、この『二ノ宮心中』は

1976年に編まれた鉄道アンソ

ロジーの中で『見えない機関

車』というタイトルに改題さ

れ、内容も一部書き改められて

発表されています。 

平成２０年度 主な図書館事業

平成２０年度資料購入費 

 図書・視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤなど） 

（年鑑・白書等を含む）･･･約９９０万円 

 新聞・雑誌  ･･･約１７６万円 

子ども読書推進事業 

赤ちゃん向け絵本リスト発行 

 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！（毎月開催） 
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） 

視覚障害者へのサービス 

図書館だよりテープ版の無料送付 

録音図書ボランティア研修会  

県内図書館との連携 

 県内ネットワークシステム（相互貸借）に

よりリクエスト資料を借りて提供

利用促進・広報事業（情報発信） 

図書館だより発行（年６回） 

 図書館ホームページの充実 イベント 

図書館講座（年１回・10月予定） 

図書館リサイクル市 

（隔年開催・H21年２月予定） 

にんぎょうげき大会（年１回） 

その他 

 団体巡回貸出サービス（年４回・４ヶ所） 

  雑誌リサイクルコーナー（毎月） 

  図書館協議会（年２回） 

『二ノ宮心中』より 

ふぅ～ん
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↑鮎川哲也短編傑作集『五つ

の時計』（『二ノ宮心中』所収）

資料購入費推移

0 500 1000 1500 2000

20年度

19年度

18年度

万万円

図書・視聴覚資料 新聞・雑誌

 【 一 般 書  ベスト１０ 】 
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Q：本を５冊借りていますがＡＶ
資料は借りられますか？ 

A：本は雑誌を含めて５冊までです
が、その他にＡＶ資料を３点まで

借りることができます。ＡＶ資料

には、ＤＶＤ・ビデオ・ＣＤ・カ

セットがあり、すべてを含めて３

点まで一週間の貸出になります。

 

 

日 月 火 水 木 金 土

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

６月                ７月 

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30      

一   般 ／『京の雅を訪ねて～源氏物語千年紀によせて～』
児   童 ／『５』 

 
一   般 ／『生命 ～いのちを知り いのちを慈しむ～』 
児   童 ／『春』 
Ａ   Ｖ ／『生命 ～いのちを知り いのちを慈しむ～』  

 
■特設展示 
3～4月・・・『アーサー･Ｃ･クラークさんをしのんで』 
4月・・・『石井桃子さんをしのんで』（児童特設） 
５月・・・『岡部伊都子さんをしのんで』 

■地域資料コーナー 展示ケース 
4～6月・・・『二宮ゆかりの人物 羽仁もと子』 
7～９月・・・『二宮ゆかりの人物 原 三郎 

～「オリンポスの果実」田中英光著より～』 
■書庫の本紹介コーナー 
4～6月・・・『企業･経済小説』 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

４月 

５月 

 利用者の声Q＆A
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最近体力の衰えを感じるようになった。地下

書庫から戻ってくる時、ちょっと前までは軽や

かに階段を駆け上がることができたはずなの

に、今は体が重い。去年の８月までは、犬の散

歩で毎日袖ヶ浦海岸を歩いていた。海岸までの

階段の上り下りで、知らず知らずのうちに体力

がついていたのかもしれない。 
それなのに、台風の影響で袖ヶ浦海岸は消

滅。海岸はいつ復活することやら……となる

と、散歩コースを吾妻山にかえるしかない！と

思いつつ、そこまで体力つけなくてもいいか！

と自問自答する毎日。 

ひとつだけ  ～編集後記にかえて 

休館日

行  事 ※くわしくはお問い合わせください。 

   図書館だよりテープ版もあります！お問い合わせください。

５月 

★パスワードの登録はおすみですか？ 
  パスワードを登録すると以下の機能を使用できます。 
・ご自分の貸出状況･予約状況の確認、図書･雑誌の延長手続き 

・現在貸し出されている図書･雑誌の予約   

・メールアドレスの登録（予約資料の連絡をメールで受け取ることができます）

※登録については、１階カウンターで仮パスワードを発行しますので、利用カード

と本人の住所が確認できるもの（免許証や保険証など）をご持参ください。 
 

★４月よりＡＶ資料の所蔵リストが更新されました 
開館当初から２００８年３月３１日までに受入をした資料のリストです。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。 
 

★忘れ物の保管期限を半年から３ヶ月に変更しました 
 

★県立･近隣図書館の利用について（第３２号特集補足）  
県立･近隣図書館（神奈川県立・県立川崎・秦野・伊勢原・平塚・大磯・中井・小

田原・東海大）で貸出をするには、各図書館で利用登録が必要です。来館さ

れる際、名前・住所が確認できるもの（免許証や保険証など）をお持ちくだ

さい。二宮町図書館の利用カードは使用できませんのでご注意ください。 

第２水曜日 
ちいちゃいおはなし会 おおきいおはなし会―小学生から  

おはなし会とおりがみあそび  

わらべうたであそぼう！ 雑誌のリサイクルコーナー 
第３土曜日 第3金曜日 第 4日曜日 

本 ５冊  

（雑誌を含む）   

ＡＶ資料３点 

（ＤＶＤ・ビデオ・ＣＤ・
カセットを含む）
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