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目覚まし時計を止めたあと、あなたは次に何をしますか？元気にベッドから起き出
して朝ごはんのしたく？さっと着替えてジョギング？朝刊のすみからすみまでに目を
とおす？庭の植物に水やり？なんて、答えられた人は体の調子もいいはずです。朝の
目覚めは元気のバロメーターだと思います。いつまでもベッドでぐずぐず、なんて人も
いるでしょう？具合の悪いところはないんだけれど、なかなか起きられない。「あと５
分だけ」を何度も繰り返してしまう…。起きなくちゃいけないことはわかっているんだ
けれど、二度寝の誘惑には勝てません。心当たりのある人、目が覚めたらまず。窓を
開けましょう！朝の空気の気持ちいいこと！そして大きく深呼吸。体の中にも朝の風
を届けてあげるんです。そうすれば少しずつ、頭がすっきりしてきて、次に何をするか
浮かんでくるはず。だんだん元気がわいてくる、そんな気がします。
さて、もうすぐ夏休みです。子どもたちがいっぱいやってきて、にぎやかな声が図書
館の中を満たします。自分の時間をゆっくり取れるときだからこそ、素敵な本に出会
いたいと思います。

今月の
今月の展示
一般書
・ この本
この本おもしろいよ～
おもしろいよ～夏休みに
夏休みに読
んでみたい本～
みに読んでみたい本

～正面・中央通路～

夏休み、時間がたっぷりある中で、じっくりと落ち着いて本を読んでみませんか？毎
年恒例、
「夏休みに読んでみたい本 小学校低･中･高学年、中学生用」のおススメの本
のリストを作成しました。
・ さくらぴあ物語
さくらぴあ物語の
物語の本

－タンゴー
タンゴー

～展示コーナー～

バンドネオンの音色は、なぜか日本人の私たちの心にとても心地よく響きます。タ
ンゴの本、ピアソラの本など集めてみました。

児童書
・ 夏が来た

～こどもの本の展示コーナー～

暑～ｲ夏がやってきました。海で泳いだり山でキャンプをしたり楽しいことばかり。夏
にぴったりの本を用意しました。暑い夏のすごし方を見つけてみませんか？

今月の新刊

おとなの本

図書館には１カ月に約８００冊の新刊が入ります。ここでは、その中からみな
さんにおすすめしたい本を４点あげてみました。

『情報は誰のものか』

『鉛のバラ』

青弓社編集部 編 青弓社 021.2/ｼ
デジタルメディアの普及とネットワーク
環境の整備は公私の境界を消し去り、著作
権の容易な侵害とともに、「自由文化」を
創造する可能性も生んだ。枠組みを超えた
情報のコントロールモデルと、それに適し
た著作権の行使を提唱。

『乱歩賞作家黒の謎』

丸山 健二 著 新潮社 Ｆ/マ
長い刑期を終えて生まれ故郷の島へ帰
ってきた源造。独り静かに余生を送ろう
と思っていたが、命を狙う追っ手の男と
謎の娘が現れて…。主人公に実在の俳優
高倉健をイメージして描いた実験的な作
品。

『ミサコ、三十八歳』

鳴海 章 ほか著 講談社 913.6/ﾗ
特殊な経緯で結ばれ普通の家庭を作った
男を惑わす、妻と自分の「心に潜む謎」と
は…。鳴海章の「花男」のほか、桐野夏生、
野沢尚、三浦明博、赤井三尋の５人の乱歩
賞作家の作品を収める中編アンソロジー。
既刊「赤の謎」「白の謎」も所蔵あり。

群 ようこ 著 角川春樹事務所 F/ﾑ
ミサコ、３８歳。独身、文芸誌の副編
集長。作家とのつきあい、原稿読み、部
下の面倒など忙しい毎日。さらに一人暮
らしの父に妹の結婚問題…。女３８歳は
微妙な年頃なのだ！働く女性の真実と切
実さを、鋭く暖かく描く。

調べるための本
その６
その６，物と事がらを調
がらを調べる本
べる本 ３

専門事典３１

日本文学

専門事典には
専門事典には、
には、特定の
特定の分野の
分野の知識を
知識を百科事典のように
百科事典のように編集
のように編集したものと
編集したものと、
したものと、専門用語に
専門用語に簡潔
な解説をしている
解説をしている専門用語集
をしている専門用語集のようなものとがあります
専門用語集のようなものとがあります。
のようなものとがあります。そこで、
そこで、市民図書館にある
市民図書館にある専門
にある専門
事典を
事典を分野ごとに
分野ごとに紹介
ごとに紹介してみます
紹介してみます。
してみます。今回は
今回は日本作家論に
日本作家論に関する事典
する事典の
事典の中で、たくさんある
中でもちょっと
でもちょっと変
ちょっと変わったものを
わったものを紹介
ものを紹介しま
紹介します
します。

・作家・小説家人名事典

日外アソシエーツ

編
日外アソシエーツ R910.3/ｻ

明治以降現代に至るまでの、小説・劇作・シナリオ・絵本を除く児童文学等の分野
から、主にフィクションを執筆する作家・小説家を中心に編集してあります。

・全国文学碑総覧

宮沢 康造・本城 靖 共編

日外アソシエーツ R910.3/ｾ

古代・万葉歌人から現代作家までを扱った本格的な文学碑総覧。歌碑、句碑、詩碑、
狂歌碑、川柳碑、童謡碑、民謡碑、民話碑、歌謡碑、音楽碑など17,000基を収録して
あります。

・日本文学知名大辞典

散文編

上・下 日本文学知名大辞典刊行会 編
遊子館

R910.3/ﾆ

日本文学の散文・詩歌に頻出する日本全国の地名を項立てにして、作品の背景となる
文学史跡地としての解説を、地名由来などとともに簡潔に解説した辞典です。

「あまがえる
りょこうしゃ』
りょこうしゃ』
松岡 たつひで/さく
福音館書店 E/ﾏ
あまがえるの船長さんがボートをこぎま
す。お客は水の中を見るのは初めてなので
大喜びです。背中に卵を乗せて子どもを育
てているコオイムシや目が四つもあるミズ
スマシなど、水の中には驚く事がいっぱい。
ある町の池を取材して創った絵本。

『ジベルニィの
ジベルニィのシャーロット』
シャーロット』
ｼﾞｮｱﾝ･ﾏｯｸﾌｧｲﾙ･ﾅｲﾄ/文
ﾒﾘｯｻ･ｽｳｨｰﾄ/絵 江國 香織/訳
ＢＬ出版 933/ﾅ
1892 年、シャーロット一家は父が絵を
学ぶために、アメリカからフランスのジベ
ルニィに引っ越した。ジベルニィは芸術家
が集まる土地。美しいノルマンディでの暮
らしを史実に基づき、彼女の眼を通して日
記風にまとめた作品。

『ホリス・
ホリス・ウッズの
ウッズの絵』
ﾊﾟﾄﾘｼｱ･ﾗｲﾘｰ･ｷﾞﾌ/作 933/ｷ
もりうち すみこ/訳 さ・え・ら書房
11 歳のホリスは捨て子で里親を転々と
していたうえ家族になろうとしていたリー
ガン家からも逃げ出してしまいます。絵の
才能を持つホリスは 14 枚の絵を描きます。
そこにはホリスの本当の気持ちが込められ
ていて…。ニューベリー・オナー賞受賞作。

『あらまっ！
あらまっ！』
ｹｲﾄ･ﾗﾑ/文
E/ｼ
ｴｲﾄﾞﾘｱﾝ･ｼﾞｮﾝｿﾝ/絵
石津 ちひろ/訳 小学館
おばあちゃんの家へお泊りに行ったパト
リックは、おばあちゃんに「さっさと寝な
さい」と言われます。でもベッドがない！
するとおばあちゃんはりっぱなベッドをこ
しらえて…。パトリックとおばあちゃんの
やりとりが楽しい絵本。

『ちいさな
赤いとうだい』
いとうだい』
ﾋﾙﾃﾞｶﾞｰﾄﾞ･H・ｽｳｨﾌﾄ/ぶん
ﾘﾝﾄﾞ･ｳｫｰﾄﾞ/え
掛川 恭子/やく
BL 出版 E/ﾜ
ハドソン川ぞいに立つ小さな赤い灯台は
毎日行きかう船に光を送り続けてきた。で
も、すぐ横に大きな橋が出来て、自分が役
立たなくなったと自信をなくしてしまい…
アメリカの古典絵本。

『今森光彦フィールドノート
今森光彦フィールドノート－
フィールドノート－里山－』
今森 光彦/著 福音館書店 291/ｲ
「里山は生きものと人とが一緒に暮らす
場所」という著者が、琵琶湖をのぞむ田園
風景を 15 年間撮り続けた記録。四季折々
の季節の流れのなかで、里山は豊かで美し
くいろいろな表情を見せてくれます。

● 『ぼんさいじいさま』

木葉井悦子 文･絵 ビリケン出版

E/ｷ

1984 年刊の再刊。

● 『ネコのタクシー アフリカへ行く』 南部和也 さく さとうあや え 福音館書店 913/ﾅ
『ねこのタクシー』の続編。
● 『ふたごのでんしゃ』

渡辺茂男 作

堀内誠一 絵 あかね書房

913/ﾜ

1969 年刊の再刊。幼年童話

● 『へくそ花も花盛り－大道あや聞き書き一代記とその絵の世界―』
大道あや 語り･画 福音館書店

723/ﾀ

1985 年刊を文庫版で再刊。

● 『外来語･カタカナ語おもしろイラスト事典』１～３巻

桐生りか 著

永井けい イラスト

私たちのまわりにあふれる外来語･カタカナ語をやさしく解説。

汐文社

R８１３/ｷ

数字でみる図書館
資料を探しているとき、所蔵場所が「中央書庫」つまり、書庫にあります、という表示を見る機会
が増えたことと思います。慣れている人なら、「書庫資料請求票」に記入してカウンターへ提出し
職員から資料を手渡される、という仕組みもご存知だと思います。書庫も図書館の本棚です。み
なさんが直接手に取ることはできませんが、コンピュータで探すことができ、貸出できるものも多
くあります。不明な点があれば、職員へお尋ねください。
さて、市民図書館ではどのくらいの蔵書があるのでしょうか？

図書館資料数(平成１６年３月３１日現在)
蔵書数
一般書
120,062 冊
児童書
41,309 冊
視聴覚資料
3,655 点
計
165,026 冊
（うち書庫に所蔵替えしているもの 38,173 冊）
なお、この数字は３月末のものなので、現在はもう少し増えていると思います。しかし、紛
失したり、破損したり、また、行方不明になっている資料も結構あります。図書館の資料はみ
んなのもの、大切に利用していきたいものです。

図書館からのお願い
＜返却期限を
返却期限を守りましょう＞
りましょう＞
市民図書館の貸出期間は２週間です。さらに、
予約のかかっていないものについて、１回だけ
2 週間の延長をすることができます。けれど、
返却期限を過ぎても返却していただけない方が
増えてきています。図書館では、毎月督促のハ
ガキを送付し、さらには電話連絡で返却のお願
いをしています。また、予約のかかっているも
のについては、期限を少しでも過ぎると電話連
絡をしています。少しでも早くお求めの資料が
手元に届くように、と思います。ご協力ください。

利用案内
開館時間
貸出冊数
休館日

返却ポスト

10：00～18：00
図書
２週間 ５冊
視聴覚資料 ２週間 ２点
月曜日（祝日のときは翌日）
毎月月末日（その日が土･日･月
のときはその翌日）
１，正面玄関向かって左
２，図書館裏駐車場右

