
 

    
    
    
    
    
    
    

 

 

 特集特集特集特集        図書館システムが新しくなりました！図書館システムが新しくなりました！図書館システムが新しくなりました！図書館システムが新しくなりました！    

第第第第 5555４号４号４号４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    

201201201201３３３３....２２２２.15.15.15.15 発行発行発行発行    

次号は 
5/15 発行！ 

慣れると思いのほか簡単です！まずはどんどん使ってくださいね！ 

⇒ p.3 では｢予約かご｣と｢巻数順貸出登録｣について説明します 

二宮町図書館では、昨年から今年にかけての年末年始休館中にシステムの更新を行いました（更新作業については p.3

をご覧ください）。ホームページで資料検索などされている方は既にお気づきのことと思いますが、検索の際に今までは

できなかった検索結果の絞り込みができるようになったり、予約の際の手順などもより便利になっています。 

今回の特集ではホームページからの実際の検索方法を例をあげてみてみます。 

｢時代小説で、藍染なんとかっていうシリーズだったと思うけど･･･｣そんな時は、まず｢かんたん検索｣からはじめます。 

 
例えば｢文学｣で絞
り込むと 31 件⇒

13 件となり文学
の資料だけが表示
されます 

※ｼﾞｬﾝﾙや利用対象の( )内の数の合計は,冊数とｲｺｰﾙではありません。

（１冊の本で複数の項目で登録されている場合があるため） 

図書 

 

雑誌 

 

映像 

 

録音 

資料の種別がｱｲｺﾝ
で表示されます 

ここからこのシリーズ
の資料一覧を表示す

ることもできます 

検索語に黄色く色が
ついて表示されます 

①①①①    検索語を入力します↑ 

☜☜☜☜

②②②②    

文字の大きさが
選べます 

資料検索結果一覧が表示されます 

③③③③    

☝☝☝☝    

④④④④    探しているものかな、と思ったらその
資料タイトル部分をクリックします 

☝☝☝☝    

検索結果を分類な
どから絞り込むこ
とができます 

⑤⑤⑤⑤    資料の詳しい情報が表示されます 

タブの切り替えで内容や抄録も表示されます 

☝☝☝☝    

現在の資料の状態
が確認できます 

⑥⑥⑥⑥    

☜☜☜☜

☟☟☟☟    

気になる資料をメモ
的な感覚で登録して
おくことができます 

貸出中の場合のみ
表示されます 
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『『『『トトとタロートトとタロートトとタロートトとタロー』』』』    

 アンリ・ルソーの絵を題材とした『楽園のカンヴァス』や、今回直木賞を

受賞した『等伯』など、絵画を題材とした小説が話題に上っています。今

月は文学や芸術、その他の分野から、絵画にまつわる本を集めてみました。 

その中から 1 冊ご紹介するのは『若冲のまいごの象』。児童コーナーの

本ですが、わかりやすく書かれ図版も大きく、大人の方にも絵本感覚で手

に取っていただけたらと思います。また、世俗の雑事には興味を示さず家

業の商売にも不熱心だったと言われている若冲ですが、店のある京都錦小

路市場の存続のために、筆を休めて奔走したという印象深いエピソードな

ども綴られています。他にも数冊、児童の本を選んでいますので、どうぞ

ご覧ください。 

←紹介本 
  

『『『『 若 冲若 冲若 冲若 冲
じゃくちゅう

のまいごの象のまいごの象のまいごの象のまいごの象』』』』    

（（（（西村和子西村和子西村和子西村和子////博雅堂出版博雅堂出版博雅堂出版博雅堂出版    

//// ’’’’11.311.311.311.3//// 721721721721 イイイイ）））） 

     

  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある陶芸作家の個展で一匹の魚の作品に

目が釘付けになった。どこかで出会った

ことがある！『トトとタロー』の表紙の

｢トト｣にそっくりだと気付き、久しぶり

に読み返した。｢命｣への愛しさと輪廻を

思わせる、不思議な世界がある。絵も内

容も一度読んだら忘れられない。 

2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月～～～～2013201320132013 年年年年 1111 月新着分より月新着分より月新着分より月新着分より    

（著編者／出版社／出版年月／請求記号） 

２２２２月の展示テーマ月の展示テーマ月の展示テーマ月の展示テーマ        

（演奏者／収録時間／請求記号） 

■■■■米倉米倉米倉米倉斉加年斉加年斉加年斉加年
ま さ か ね

    

■■■■ ア ー ト ンア ー ト ンア ー ト ンア ー ト ン     

■■■■ ’’’’ 03.703.703.703.7    

■■■■ EEEE ヨ ネヨ ネヨ ネヨ ネ     

おすすめの一冊 

録音録音録音録音ＣＤＣＤＣＤＣＤ 

一枚の絵には 
物語がある 

『『『『桜ジャズ桜ジャズ桜ジャズ桜ジャズ』』』』    
（（（（ニュー・ロマン・トリオニュー・ロマン・トリオニュー・ロマン・トリオニュー・ロマン・トリオ////57575757 分分分分/230/230/230/230 ニニニニ））））    

桜と卒業をテーマにした日本の歌謡曲をピ

アノ・トリオ編成のスタイリッシュなジャ

ズでカバーしたアルバム。「桜坂」「サクラ

サク」「夜桜お七」などは必聴です！ 

    

『『『『かこさとしこどもかこさとしこどもかこさとしこどもかこさとしこどもの行事の行事の行事の行事しぜんしぜんしぜんしぜんと生活と生活と生活と生活 3333 月のまき』月のまき』月のまき』月のまき』    

（（（（かこさとしかこさとしかこさとしかこさとし////小峰書店小峰書店小峰書店小峰書店////’’’’12.212.212.212.2 /386386386386 カカカカ））））    

日本の様々な季節の行事や慣わしの始まり

をやさしく解説したシリーズの３月編。「先祖

の人たちがおまつりやしきたりにこめた願

いや心が、ただしくつたわるように」という

思いが全頁ににじみ出ています。 

 

児童書児童書児童書児童書 

    本本本本 

『『『『図説明治の企業家図説明治の企業家図説明治の企業家図説明治の企業家』』』』    

（（（（宮本又郎宮本又郎宮本又郎宮本又郎////河出書房新社河出書房新社河出書房新社河出書房新社////’’’’12.812.812.812.8////332.8332.8332.8332.8 ミ）ミ）ミ）ミ）    

江戸時代からの事業を継承した三井家、偶然

のオルガン修理から起業したヤマハの山
やま

葉
は

寅
とら

楠
くす

、家伝の秘薬から起業したツムラの津村

重 舎
じゅうしゃ

……。近代日本を築いた５０人の企業

家たちを豊富な写真とともに紹介。 

『『『『行列のできる人気セミナー講師が書いた行列のできる人気セミナー講師が書いた行列のできる人気セミナー講師が書いた行列のできる人気セミナー講師が書いた    

世界一やさしい年金の本世界一やさしい年金の本世界一やさしい年金の本世界一やさしい年金の本』』』』    

（（（（井戸美枝井戸美枝井戸美枝井戸美枝////東洋経済新報社東洋経済新報社東洋経済新報社東洋経済新報社////’’’’12.1012.1012.1012.10////364.6364.6364.6364.6 イイイイ））））    

公的年金の仕組みを中心に、年金にまつわる 

10 の誤解や 1 円でも多く年金を受け取るた

めの職業別・タイプ別対策を具体的に解説。

今知りたいことが満載な本。 

『『『『ちゃんと食えば、幸せになるちゃんと食えば、幸せになるちゃんと食えば、幸せになるちゃんと食えば、幸せになる    

----水木三兄弟の日々是元気水木三兄弟の日々是元気水木三兄弟の日々是元気水木三兄弟の日々是元気----』』』』    

（（（（水木しげる水木しげる水木しげる水木しげる////保健同人社保健同人社保健同人社保健同人社////’’’’12.312.312.312.3//// 596.0596.0596.0596.0 ミ）ミ）ミ）ミ）    

元気で長生きな水木３兄弟の健康を支えてき

た“うまいもの”とは？漫画やコメントを交え

て紹介。時々登場するうんちくや水木メモも面

白い。エピローグには納得！ 

『『『『なんでなんでなんでなんで????なんでなんでなんでなんで????のこたえ方のこたえ方のこたえ方のこたえ方----子どもの「子どもの「子どもの「子どもの「????」は」は」は」は

パパ・ママが解決パパ・ママが解決パパ・ママが解決パパ・ママが解決    3333〜〜〜〜6666 歳の好奇心を育てる歳の好奇心を育てる歳の好奇心を育てる歳の好奇心を育てる!!!!----』』』』    

                                （（（（丹伊田弓子丹伊田弓子丹伊田弓子丹伊田弓子////辰巳出版辰巳出版辰巳出版辰巳出版////’’’’12.912.912.912.9////049049049049 ナナナナ））））    

子どもの「？」に説明できないことが結構ある。

疑問に思わなかったけど、はっきり知らないこ

とがたくさんあったりして……。読んでいてへ

ぇ～の連続。ためになる一冊。 

『『『『世界のニュースがわかる本世界のニュースがわかる本世界のニュースがわかる本世界のニュースがわかる本    
---- NHKNHKNHKNHK 地球テレビ地球テレビ地球テレビ地球テレビ 100100100100----』』』』    

（（（（岩本裕岩本裕岩本裕岩本裕ほかほかほかほか////講談社講談社講談社講談社////’’’’12.712.712.712.7//// 302302302302 セセセセ））））     

「週刊こどもニュース」の 3 代目お父さんが

NHKBS1「地球テレビ 100」の内容をわかりや

すくまとめた書。世界を 6 つに分けて説明。現

地からの生活環境や息使いが伝わってくる本。 

『『『『ネーミングネーミングネーミングネーミングががががモノモノモノモノを言うを言うを言うを言う----あのあのあのあのヒットヒットヒットヒット商品から商品から商品から商品から    

「東京「東京「東京「東京スカイツリースカイツリースカイツリースカイツリー」まで」まで」まで」まで----』』』』    

（（（（飯田朝子飯田朝子飯田朝子飯田朝子////中央大学出版部中央大学出版部中央大学出版部中央大学出版部////’’’’12.1012.1012.1012.10////674674674674 イ）イ）イ）イ）

「東京スカイツリー」の名称検討委員で言語

学者である著者が、ネーミングの舞台裏や名

前の魅力を徹底解剖。また人名や商品のネー

ミングにまつわる話題も紹介する。 
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2012年11月～2013年１月 

※ この期間に予約が多かった本です 

 ベストオーダー 

【 一 般 書 ベスト１０ 】 

石田
い し だ

衣
い

良
ら

の本名は石 平
いしだいら

庄一 

ふぅ～ん 

１ 64／横山秀夫 

２ 母性／湊かなえ 

３ 禁断の魔術／東野圭吾 

４ 旅猫リポート／有川浩 

５ ソロモンの偽証１・２・３／宮部みゆき 

６ 拉致と決断／蓮池薫 

７ ことり／小川洋子 

８ 七つの会議／池井戸潤 

９ 聞く力／阿川佐和子 

10 ブルーマーダー／誉田哲也 

◇｢二宮ゆかりの人物｣は今号はお休みします◇ 
 

お仕事紹介 

システム更新作業 
図書館では 2013 年 1 月から新しくなった機器

で業務を行っています。システム更新は 2006 年

12 月以来、6 年ぶりのことでした。 

カウンターのパソコンや利用者用検索端末・周

辺機器だけでなく、資料や利用者情報などすべて

の情報が入ったサーバーも交換しました。このた

め図書館を休館し、すべての業務を停止して作業

を行いました。年末年始を含め、長期の休館とな

りましたが、毎日朝から夜まで（ホームページは

24 時間！）働く図書館の機器のための、とても大

切な作業です。 

今回の更新では、図書館の検索や貸出などを行

うソフトウェア(図書館システム)のバージョンアップ

も行い、新たな機能も追加されました。今後ホー

ムページ全体のリニューアルも予定しています。 

新しい機能のご紹介新しい機能のご紹介新しい機能のご紹介新しい機能のご紹介        
※利用者メニューを参照したり、資料を予約するには利用者 ID
（利用カード番号）とパスワードが必要です。詳しくは二宮町
図書館ホームページ、利用者ログインの説明をご覧ください。 

イメージ 

まとめて予約！まとめて予約！まとめて予約！まとめて予約！    

今は予約しないけれど 
ストックしておきたい 
資料などは、 

お気に入りに追加 

でお気に入り資料に 
登録しておくと便利です 

②借りたい順番をつけます 

☝☝☝☝    

☞☞☞☞    
※「受付中です」の場合は少し時間

をおいてから登録してください 

↑ずらりと並んだ新しい機器。 

ひとつひとつ設定していきます 

巻数順貸出
登録完了！ 

予約受付完了！ 

イメージ 

１巻 ２巻 ３巻 

まとまり(組)をつくることにより、
１巻から順に貸出できます 

１巻 ２巻 ３巻 

組ができていないと、巻数に関わらず
用意された順に連絡がいくため、巻数
順に貸出できない場合もあります 

☝☝☝☝    

巻数順貸出登録した
ものは予約状況照会
画面ではこのように
表示されます 

☝☝☝☝    

予約した資料が上下巻などに分かれ
ていて、上巻の貸出準備ができるまで
は下巻の貸出を受けたくない場合に
登録します 

予約したい資料を
いったんひとまと
めにしておく機能
です 

予約かご と 
特集２ 

巻数順貸出の登録 

利用者メニュー
の内容が少し変
わっています！ 

①どれを組にするかを選びます ③指定します 

予約をする場合は 
資料にﾁｪｯｸをして 
内容を確認し 

予約するをクリック 

予約かご予約かご予約かご予約かご        

巻数順貸出巻数順貸出巻数順貸出巻数順貸出の登録 
 

☟☟☟☟    

☝☝☝☝

    

☝☝☝☝    

☜☜☜☜    
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1月末までの累計 

3,546,0123,546,0123,546,0123,546,012 円円円円 

  ひとつだけ ～編集後記にかえて 
｢おはよう｣｢こんにちは｣｢ありがとう｣。たった一言交わす言葉があるか

ないかで、人の気持ちはずいぶん変わる。言葉以上に気持ちが伝わるのは、

笑顔。まだ言葉もでない小さい子と目が合ったとき、こちらがにこっとす

ると満面の笑顔が返ってくる。人と人とをいっきに近づける笑顔は世界共

通のコミュニケーション。これからも笑顔あふれる図書館でありますように。 

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222

3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616

17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

24242424 25252525 26262626 27272727 28282828 29292929 30303030

31313131

 3月 3月 3月 3月

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222

3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999

10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515 16161616

17171717 18181818 19191919 20202020 21212121 22222222 23232323

24242424 25252525 26262626 27272727 28282828

 2月 2月 2月 2月

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

1111 2222 3333 4444 5555 6666

7777 8888 9999 10101010 11111111 12121212 13131313

14141414 15151515 16161616 17171717 18181818 19191919 20202020

21212121 22222222 23232323 24242424 25252525 26262626 27272727

28282828 29292929 30303030

４月４月４月４月

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

★★★★図書館で本の予約をしている図書館で本の予約をしている図書館で本の予約をしている図書館で本の予約をしている方へ方へ方へ方へ    

上下本、シリーズ本を予約されている方は、巻数順に受け取

りできるよう、必ず貸出順の指定をお願いします。 

貸出順の指定がないと巻数順に貸出できない場合があります

（図書館では用意できた巻からご連絡します）。ご注意ください。 

図書館カウンターで新規に予約する場合は、貸出順番の確認

をしますので確認がおわるまでお待ちください。 
 

★★★★住所や氏名、電話番号の変更がありましたらお知らせください住所や氏名、電話番号の変更がありましたらお知らせください住所や氏名、電話番号の変更がありましたらお知らせください住所や氏名、電話番号の変更がありましたらお知らせください    

住所変更の場合は新規に登録された時と同様に住所･氏名が

確認できるものが必要です。変更後の保険証･免許証･自分宛

の郵便物等をお持ちください。 

 

 
   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！ 

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/ 

 

図書館基金図書館基金図書館基金図書館基金    

《月別合計》 
 

11 月の金額 
2,4952,4952,4952,495 円円円円        

12 月の金額 
5,2115,2115,2115,211 円円円円        

1 月の金額 
25,91925,91925,91925,919 円円円円    

12121212 月月月月    

一 般／『暦』    

児 童／『メリークリスマス』 

Ａ Ｖ ／『I wish you a Merry Christmas ！』 

 

1111 月月月月    

一 般／『家族』 

児 童／『冬』〔ミニ展示：ことしはへびどし〕  

Ａ Ｖ ／『CD 貸出ベストランキング2012』 

一 般／『一枚の絵には物語がある』 

児 童／『冬』 

    

２２２２月月月月 

    
■特設展示■特設展示■特設展示■特設展示（１１～１月）（１１～１月）（１１～１月）（１１～１月）    

『クリスマス・年末・お正月特集』 

『第１４８回芥川賞・直木賞発表』 

『新 八重とその時代 NHK 大河ドラマ

「八重の桜」より』 

『常盤新平』 

『安岡章太郎』 

『福永令三』（児童特設）      
■■■■地域資料展示ケース地域資料展示ケース地域資料展示ケース地域資料展示ケース【【【【二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物二宮ゆかりの人物】】】】    

1111 ～ ３～ ３～ ３～ ３ 月月月月 ・・・『土屋文明と奥村家』 
 

■書庫の本紹介コーナー■書庫の本紹介コーナー■書庫の本紹介コーナー■書庫の本紹介コーナー    

1111 ～ ３～ ３～ ３～ ３ 月月月月 ・・・『直木賞候補作品』 
 

 

行行行行        事事事事    ※くわしくはお問い合わせください。 

■ 休館日 

 

ちいちゃいおはなし会 
第２水曜日（※2 月は第 1 水曜日） 

 
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 

  
わらべうたであそぼう！ 
第３金曜日（※4 月はお休み） 

 
図書館託児サービス 
第３木曜日（※3 月は第 2 木曜日） 
 

にんぎょうげき大会にんぎょうげき大会にんぎょうげき大会にんぎょうげき大会    
    

月月月月    日日日日        ３月２０日（水・祝） 

時時時時    間間間間        午前１０：３０～１１：３０    

場場場場    所所所所        ラディアンミーティングルーム２ 

●｢てぶくろ座｣と｢大きなたまご｣による 

人形劇です。 
 

※入場無料。事前申し込みは不要です。

直接会場へお越しください。 

過去の人形劇の様子 

★★★★資料の寄贈をお願いします資料の寄贈をお願いします資料の寄贈をお願いします資料の寄贈をお願いします    

図書館では図書・CD の寄贈を受付しています。 

特に予約件数の多い図書、出版年の新しい実用書等

は大歓迎です。予約多数図書は館内の予約ランキン

グや検索機・ホームページの「ベスト・オーダー」

からご覧いただけます。 

読み終わった本をどうぞご寄贈ください。 

また、雑誌の継続寄贈も受付しています。定期購読

している雑誌を図書館に継続して寄贈していただ

ける方は、図書館へご連絡ください。 

図書館資料の充実に皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

 

追悼展示 

『二宮ゆかりの人物 

ガイドブック』 
好評発売中！ 

 

－4－ 


