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にのみやまちとしょかん

図書館だより
第３９号

図書館基金設立

特集

平成２１年３月１０日、二宮町では図書館基金条例を公布･施行しました。この図書館基金は、図書等の購入費にあて
るため、町に寄せられた寄付金をもとに設立されました。
図書館は二宮町の公費で運営していますが、皆様に親しまれご期待に応えられる図書館運営を続けるため、皆様からの
ご寄付をお願いするものです。図書館内では、３月より入口にある赤いポスト型の募金箱で随時受付しています。遠方に
お住まいの方や高額の寄付をご希望の方は、二宮町役場 財政課 財務班に下記いずれかの方法でお問い合わせください。

郵

便 :

〒259-0196

神奈川県中郡二宮町二宮 961 番地
二宮町役場 財政課 財務班 宛
電
話 ： 0463-71-3311（内線 313、319）
Ｆ Ａ Ｘ ： 0463-73-0134
Ｅメール： zaisei@town.ninomiya.kanagawa.jp

※ お申し出いただいた方には、財政課より納付書または納付方法を記した文書をお送りします。
※ 税控除とするために領収書が必要なときは、直接財政課でお受けいたします。
（年間の寄付額合計が 5001 円以上の場合、所得税、住民税の控除対象となります）
基金についてご不明な点は、二宮町役場 財政課 財務班までどうぞお気軽にお問い合
わせください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

↑ポスト型募金箱
（図書館１階カウンター前ゲート付近）

平成２１年度 主な図書館事業
平成２１年度の図書館の主な事業は以下のとおりです。
今年度も町の情報･文化の発信地として、町民の皆様のお役

＜資料購入費推移＞
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に立てる図書館運営を目指します。
1000

◇平成２１年度資料購入費
図書（年鑑・白書等を含む）
･･･約 740 万円
視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤなど）･･･約５0 万円
新聞・雑誌 ･･･約 177 万円

500
0
18年度

◇地域資料の充実
◇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）
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）
によりリクエスト資料を借りて提供
東海大学付属図書館との相互利用
◇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
◇学校との連携
録音図書ボランティア研修会
団体貸出、総合学習支援（随時）
学校図書館連絡会議（年２回）
◇子ども読書推進事業
◇利用促進・広報事業（情報発信）
図書館だより発行（年４回）
図書館ホームページの充実
町広報にＰＲ記事掲載

19年度

20年度

21年度

◇イベント
図書館講座（1１月予定）
図書館リサイクル市
（H21 年度は５月２３、２４日開催）
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）
町内団体貸出（随時）
小中学生にすすめたい本展示・リスト配布 図書館協議会（年２回）
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）
「あかちゃんがはじめてであう絵本」冊子配布（随時）
−１−

２００９年３〜４月新着分より
（著編者／出版社／出版年月／請求記号）

『がんの心の悩み処方箋

『１００歳になった介助犬』

−精神科医からあなたに−』

（藤原嗣治/ポプラ社/’0８. 12 /369.2 ﾌ）

画像
なし

日本で初めて育成された国産第一号の介助犬
グレーデル。パートナーの野口さんとの心温まる
深い絆や、身体障害者補助犬法の成立によって

画像
なし

生じた様々な問題と苦悩も語られています。

（金子哲雄/プレジデント社/’0８. 12 /673.7 ｶ）

画像

うっとうしい商店街のコミュニケーションス

画像

なし

タイルはいらない！?成功した商店街の実例

なし

をあげ「単品強化集積」「趣味嗜好方商店街」
など今後の商店街のあり方を提案。

（梨本邦直/白水社 /’0８. 12/893.2 ﾅ）
ハリーポッター、指輪物語、エンヤ、Ｕ２。ケ
ルト文化が根底に流れる作品には人を惹きつ
ける力があります。ＣＤ付の本書で伝説や神話
の国アイルランドの言語に触れてみては。

舞台を読む

画像
なし

（吉田太一/扶桑社/’0８. 6 /916 ﾖｼ）
孤独死、身内の自殺、負の遺産問題…。日本
初の遺品整理屋・吉田太一が体験した、壮絶な
３４のエピソードを掲載。現代社会の裏事情が
浮き彫りに。上野正彦との対談も収録。

映像 ＤＶＤ（演奏者､出演者／収録時間／請求記号）

展示テーブルは図書館
入口右側にあります

― ５月の展示テーマ ―

モルゲンステルヌほか/千倉書房/’0８. 10/726.6 ﾓ）
フランスで２０年以上読み継がれている絵本
を岸惠子さんが翻訳。つらく苦しい過去も老い
と孤独に対してもあるがままに人生を受け止
め、明るく生きるおばあさんの言葉に勇気づけ
られます。

『遺品整理屋は見た！！
−天国へのお引越しのお手伝い−』

『ニューエクスプレス アイルランド語』

なし

（保坂隆･寺田佐代子/三省堂/’0８. 12/494.5 ﾎ）
がんになった時、誰もが抱える不安や悩み。そ
んな心の状態に精神科医らが実践的にＱ＆Ａ方
式で回答します。セルフケアの手引きのほか家
族の心のケアについても丁寧に解説。

『パリのおばあさんの物語』 （スージー・

『今どき儲かる商店街』

画像

本

『李香蘭−ミュージカル−』

毎月テーマを変えて
本を紹介しています

画像

おいてある本は全て
貸出できます

なし

←5 月の展示本

画像

画像

『女信長』

なし

なし

（佐藤賢一/毎日新聞社/’06. 6/ｻﾄ）

（劇団四季出演/139 分 /775 ﾘ）
劇団四季オリジナルミュージカルをノーカット
で完全収録。「南十字星」「異国の丘」ととも
に「昭和の歴史三部作」として 2008 年に劇
団創設 55 周年を記念して上演された作品で
す。

『風が強く吹いている』
2009 年 1 月

2009 年６月

舞台化!!

舞台化!!

おすすめの一冊

（三浦しをん/新潮社/’06. 9/ﾐｳ）

ドラマ化される小説、映画化される小説が話題になることが、ここ数
年多いようです。図書館で予約をして読む、という方も多く、話題にな
った作品には多数の予約がついています。
ドラマ化・映画化ほど話題にならないようですが、舞台化される作品
も多数あります。
5 月の展示テーブルでは、舞台化された原作作品（小説・漫画）を中
心に、近年上演された（される）戯曲、関連図書、舞台関係者の著作を
集めました。なかには「これをどうやって舞台に？」というタイトルも
あり、興味をひかれます。上演された作品をご存知の方も、原作を読む
とまた違った楽しみ方ができるのではないでしょうか。
過去に展示テーブルで紹介したテーマ及び本のリストのファイルは展示テーブル
上にあります。また、2006 年 11 月以降のものは図書館ホームページ「本の紹介」
内の「バックナンバー」でも確認できます。是非ご活用ください。

−２−

『ミミズのふしぎ』
画像
なし

■皆越ようせい写真・文
■ポプラ社
■ ’ 04.6
■ 483 ﾐ

この表紙を見せると、すすっと後ろに下
がる子、ずいっと前に来る子。身近なミミ
ズの知らない不思議を楽しめる、迫力いっ
ぱいの写真絵本です。科学絵本も、おはな
し会などなるべくいろいろな場面で紹介
していけたらなと思っています。

ベストオーダー

お仕事紹介

リサイクル市準備
本の再利用や資源ゴミの削減を目的として、図書館ではリサイクル市を開催して
います。今回はリサイクル市に向けての仕事についてご紹介します。

■本の検索（写真右→）
･･･年間 1000 冊以上寄贈される本全てを、蔵書がある
かどうか調べます。所蔵しているものはリサイクルへ、
それ以外のものは一旦保管してさらに選別します。
■本の整理･保管（←写真左）
･･･リサイクル用になった寄贈本や、蔵書のうち利用価値の低く
なったもの（主に旅のガイドや実用書類）を合せると約 4000 冊。
保管場所が限られているため、常に移動が伴う力作業です。

２００９年

3 月〜4 月

※この期間に予約が多かった本です

【 一 般 書

ベスト１０ 】

１

英雄の書

上・下／宮部みゆき

２

告白／湊かなえ

３

悼む人／天童荒太

４

プリンセス・トヨトミ／万城目学

５

極北クレイマー／海堂尊

６

こいしり／畠中恵

７

パラドックス１３／東野圭吾

８

三匹のおっさん／有川浩

９

疑心／今野敏

10 暴雪圏／佐々木譲

レモン

ふぅ〜ん

■開催準備（写真右→）
･･･リサイクル市開催の約１週間前から
は、全ての本を拭き、リサイクル用のスタンプを押したり、
シールを貼る作業をします。この作業からは図書館ボラン
ティアの皆さんにも協力をお願いし、当日の受付や本の整
理などもお手伝いいただいています。

新鮮に見えるからか、経済学の世界で

☆ 今年度のリサイクル市は５月２３日（土）２４日（日）開催です。ご来場お待ちしています。

「不良品」といった意味合いがある。

果肉が傷んでいても外見は
は見かけは立派だが中身の悪い欠陥品
を「レモン」と呼ぶ。英語の辞書をひ
くと、レモンには果物のレモン以外に

にしやま

や た ろ う

西山 彌太郎 （実業家）

川崎製鉄
初代社長

『冬休みが終わり、（編集注：叔父弥太郎が）東京へ帰られるとき、祖父母はきまって私にお供をいいつけた。小さい荷物
を持って二宮駅まで送りに行くのである。宝蔵寺（私の家の菩提寺）のちょっと先の八幡横丁の角まで行くと、叔父は私
に、もういいよ、ここで帰りなさい、早く帰りたいんだろう、勉強するんだよ、と言いながら必ずお小遣いをくれた。』
（『西山弥太郎追悼集』西山隆三「弥太郎叔父」より）

長の西山弥太郎(1893〜1966)は、日本の鉄鋼業の進歩発達

思い出について書かれていま

に大いに貢献した実業家です。弥太郎は明治 26 年 8 月 5

す。周囲の人達には優しく自分

日、吾妻村山西 360（現二宮町山西）に 12 人兄弟の 10

には厳しい性格で、学校が休み

あい

しゅく

男として生まれました。生家は代々井筒屋の屋号で間の 宿

のときや会社に勤めはじめて

として栄えた街道に面した旅宿（陣屋）でしたが、交通の

もお正月には必ず帰省し、とく

発達で宿泊客も減少しやむなく廃業し、父･豊八は養蚕業に

に両親や身内を大切にしてい

さん し ゅ し

転業して蚕種紙の販売を始めました。網元として地元の漁

︵
﹃二宮町近代史話﹄ より︶

悼文からの引用で、弥太郎との

← 西山弥太郎氏

『二宮町近代史話』にも紹介されている川崎製鉄初代社

る弥太郎の姿がうかがえます。

師をまとめたり、吾妻村の収入役を務めるなどもした几帳

昭和25年、弥太郎57歳のとき、川崎重工業から分離

面な性格の父と、人一倍気丈な働き者の母のもと、弥太郎

独立した川崎製鉄㈱が設立されると初代社長に就任しま

は自然豊かな二宮で子ども時代を過しました。やんちゃで

した。最新技術を駆使した千葉製鉄所建設という一大プ

健康、体力にも自信があり特に水泳は得意であったと甥や

ロジェクトに取組み、鉄鋼業界からは狂気の沙汰、と言

幼なじみらは語っています。

われながらも成功に導きました。戦後日本の鉄鋼業発展

明治 41 年 14 才で高等小学校を卒業後、横浜の親類の金

の為に生涯を捧げた弥太郎は、わが国鉄鋼業の進歩発達

物屋に手伝いに行っていましたが、商品を売るよりそのも

に貢献した人物に贈られる渡辺義介賞を受賞のほか、藍

とになる鉄をつくって売った方がよい、その為には勉強し

綬褒章、勲二等瑞宝章なども受章しました。数々の功績
↓

なければならないと考え、父の許しを得て猛勉強をはじめ

に対し、昭和41年8月10日73歳で亡くなったときには

ました。私立錦城中学 3 年に編入し、第一高等学校、東京

同日付で 正 四位に叙せられました。

帝国大学工学部鉄冶金科へと進学、大正 8 年には川崎造船
所に入社しました。冒頭の文章は１２歳年下の甥による追

国道１号線

しょう し い

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。

◆参考資料 『西山弥太郎追悼集』(西山記念事業会編/西山記念事業会/1967/NY ﾆｼ) 『西山弥太郎』（相馬登著/錦城学園/1998/NY ﾆｼ） 『鉄ひとすじ−評伝西山
弥太郎−』（今井達夫著/アルプス/1962/NY ﾆｼ） 『西山弥太郎』（鉄鋼新聞社編/鉄鋼新聞社/ 1971/NY ﾆｼ） 『二宮町近代史話』（二宮町教育委員会編
/二宮町教育委員会/1985/NGＢ6）
−３−

利用者の声 Q&A
★図書館だよりの発行回数が変わります
今年度より隔月発行から年４回（５月・８月・１１月・２月）の発行に変
わります。
★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２００9 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。

Q：貸出や返却のカウンターが混んでい
る時、どこに並べば良いか困ってしま
います。１列に並ぶように、変更して
ほしいのですが……。
A：同様のご意見を複数受け、４月２２日
から１階カウンターでお待ちいただく
際、１列に並んでいただくように表示を
始めました。
カウンター前の足型の付いたカーペッ
トのところから１列に並んでください。
空いたカウンターに職員が順番にご案内
します。

★利用カードの更新手続きを行なっています
図書館では、利用カードを作成してから５年が経過する方に、登録更新
手続きをお願いしています。住所等の確認のために行うもので、変更の
ない方も手続きが必要です。手続き期間に入った方には、貸出時にお伝
えしますので、お早めに手続きをお願いします。利用カード・住所確認
書類をお持ちください。

行

事

※くわしくはお問い合わせください。
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日 時
場 所
内 容

５月 ２３ 日（土）・２４日（日）
１０時〜１６時（なくなり次第終了）
ラディアン展示ギャラリー
本（単行本・文庫・雑誌・児童書等）

●５月２３日は混雑が予想されるため、９時

図書館リサイクル市
５月２３日（土）
・２４日（日）

日

月

火

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

5月

月
1
8
15
22
29

●１人１０冊までお持ち帰りできます。

7月

4月

第５回 図書館リサイクル市
開催のお知らせ

休館日

6月

水
1
8
15
22
29

木
2
9
16
23
30

金
3
10
17
24
31

土
4
11
18
25

３０分から会場（展示ギャラリー）前で整理

ちいちゃいおはなし会
第２水曜日（※5 月は第 3 水曜日）

券を配布します。１人１枚です。
●持ち帰り用の袋などは、各自ご持参ください。
●どなたでもご入場できます。お気軽にお越し

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
第３土曜日

ください。

※会場内に二宮町図書館基金のための募
金箱を設置します。皆様のご協力をお願
いします。

わらべうたであそぼう！
第３金曜日

■特設展示
４月・・・
『上坂冬子さんをしのんで』

Ａ

般 ／『定額給付金どう使う？』
童 ／『子どもの本っておもしろい！
―小学生から大人まですすめたい本―』
Ｖ ／『定額給付金 旅に行く？』

一
児

般 ／『舞台を読む』
童 ／『初夏』
（６月まで）

■書庫の本紹介コーナー
４〜６月・・・『根強い人気の作家たち』

一
児

ひとつだけ

■地域資料コーナー 展示ケース
４〜６月・・・『二宮ゆかりの人物 宇山雄二』
７〜９月・・・
『二宮ゆかりの人物 疎開と二宮』

次号の発行は
８月１５日。ホ 〜 !

〜編集後記にかえて

リサイクル市に向けて本の検索をしていると、パラフィン紙に包
まれた古い岩波文庫と遭遇することがある。小さい頃、ねむる前に
読んでもらうのは、絵本ではなく岩波文庫の童話集。岩波文庫は、
宝石箱のようなものだったなぁ〜なんて、ついつい小さい頃の思い
出に浸り、慌てて我にかえり山積みの本の検索をする日々…。
−４−

二宮町図書館
二宮町二宮１２４０−１０
０４６３−７２−６９１３
ホームページ http://www.ninomiya-public-library.jp/
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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。

