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特別整理期間中は、ご不便をおかけしました。
２月１５日から２週間、図書館を閉館して蔵書点検を中心とした作業を行いました。今年
の点検対象は約１７万点。これらの資料すべてのバーコードを読み取り「不明」となっている資
料がどれくらいあるのかチェックしました。また、年々蔵書数が増えるので資料を書庫に入れ
たり、本が取りやすいように棚を移動したり、保存年限の切れたものを除籍したりしました。
そこで、今回行った作業のうち、皆さんにその一部をお知らせします。
１,雑誌の廃棄……平成１３年（2001 年）に受け入れた雑誌
（ただし、図書館関係･郷土資料･子供向け雑誌を除く）
２,新聞の廃棄……平成１３年（2001 年）に受け入れた新聞 （中国新聞を除く）
そのほか、何年も不明となっている本、傷みが激しくて利用に耐えない本など、かなりの量
を除籍しました。具体的な数値は、今後，図書館だよりで紹介します。
なお、廃棄した資料でまだ利用が可能なものについては、秋に計画している「図書館まつ
り」で「本のリサイクル市」を催し、有効利用をすすめていくつもりです。日程についてはまたお
知らせします。

今月の
今月の展示
一般書
・春に向かって

～正面～

一雨ごとに春が近づいてくる気がする季節です。お花見や入学式、引越しなど新しい
生活、そんな春を感じられる本を集めてみました。
・ さくらぴあ物語
さくらぴあ物語の
物語の本

－スティーブン・
スティーブン・キングの
キングの本ー

～展示コーナー～

「ミザリー」といえばスティーブン・キング。数々のおもしろい小説を出している作家
です。彼の世界にふれてみませんか？少し怖いけれど…。

児童書
・春ですよ

～こどもの本の展示コーナー～

ぽかぽか陽気に誘われて、冬の間隠れていた虫たちは顔をだし、きれいな花も咲き始
めます。もう春ですよ！暖かい陽射しを浴びながらのんびり本を読んでみませんか？

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。

『アレルギー読本』

『＜犯罪被害者＞が報道を変える』
高橋 シスﾞヱ・河原 理子 編
岩波書店 070.1/ﾊ
「犯罪被害者」が本当に望んでいること
は？被害者と取材者が何度も率直に語り合
った。被害者たちの多様な想いや報道への
提案、取材者の試行錯誤などを熱く綴った
一冊。

大島 充一

著 東海大学出版会
493.1/オ
私たちの身近にある病気について科学的
に解説するメディカルサイエンスシリーズ
アトピー性皮膚炎や気管支喘息、花粉症な
どのアレルギーの歴史やしくみ、原因、検
査方法、治療法などについて解説。

『ダブルプレー』

『白の鳥と黒の鳥』

ﾛﾊﾞｰﾄ.B.ﾊﾟｰｶｰ 著 菊池 光 訳
早川書房 933/ハ
元ボクサーのバークは、大リーグ初の黒
人プレイヤー、ジャッキー・ロビンソンの
ボディガードになった。悪質な差別と闘い
２人は固い友情で結ばれていくが、彼らを
殺す計画が密かに進められていた。メジャ
―リーグ･サスペンス。

いしい しんじ 著 角川書店 F/イ
耳を澄ませば、すぐ近くに聞こえてくる
小鳥たちのさえずり、住人たちの笑いと息
づかい…。物語の魔法使い、いしいしんじ
が魅惑的に語り始める、短編小説の楽しさ
がぎゅっと詰まった珠玉の一冊。
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・ 新編日本古典文学全集

１～８８

小学館

918/ｼ

1～48巻には、日本を代表する古典、日本人としてぜひ読んでおきたい基本的でポ
ピュラーな作品を収録してあります。上段に頭注、中段に原文、下段に現代語訳と
読みやすい3段組です。なめらかな現代語訳が読みやすいです。
49～88巻には、中古、中世、近世にわたり、日本人としてぜひ読んでおきたい珠
玉の名作が選ばれています。

・新日本古典文学大系

１～１００

別巻１～５

岩波書店

918/ｼ

１～5巻を「萬葉集」から始まる日本の古典の集大成。上段に原文と訓み下し文、
脚注に口語訳やそのほか注釈、説明がしてある緑色の表紙の全集です。

・日本古典文学大系

１～１００ 別巻１・２
岩波書店 918/ﾆ
古事記祝詞から始まる赤い表紙の全集で、書庫に所蔵しています。

「あっ

おちてくる
ふってくる』
ふってくる』

ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝ/ぶん
ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ/え
まさき るりこ/やく
あすなろ書房 E/ｸ
花びらが音もなく落ちてくる。噴水から
水が落ちてくる。落ちてくるものや降って
くるものが、ていねいに描かれ、自然の中
で遊ぶ子どもたちの姿が愛らしい。
『どろん

『そばせい」
そばせい」
川端 誠/著
クレヨンハウス E/ｶ
そばの食べっぷりが見事な清さんのあだ
名はそば清、その気になれば盛を四十食う
という。あるとき、五十食えば五両もらえ
るというそばの賭けをすることになって…
落語絵本シリーズ。

こハリー』の名コンビのデビュー作。

『またたびトラベル
またたびトラベル』
トラベル』

「おおきなおなべと
ちいさなおなべ』
ちいさなおなべ』

あるまたたびトラベルは、普通の旅行会社

二宮 由紀子/ぶん 石倉 ヒロユキ/え
福音館書店
E/ｲ
大きなお鍋は小さなお鍋を見て「小さい
の」と一言。水が入れられると、先にいっ
ぱいになった小さなお鍋は大きなお鍋に
「おそいの」と。さて、二つのお鍋は火に
かけられて…。お鍋のやりとりがユーモラ
スで何ができるか楽しみな絵本。

茂市 久美子/作 黒井 健/絵
学習研究社
913/ﾓ
おんぼろアパート、またたび荘の一階に
ではありません。そこを訪れる人は、アー
モンドのような目をした若者に迎えられ、
不思議な体験をするのです。

『禁じられた約束
じられた約束』
約束』
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｳｪｽﾄｰﾙ/作 野沢 佳織/訳
徳間書店 933/ｳ
ぼくは 14 歳の時、美しく病弱なヴァレ
リーに出会った。彼女は金持ちの娘、ぼく

『みんなのなやみ』
みんなのなやみ』
重松 清/著 理論社 159/ｼ
人間は誰だっていつだって悩んでしまう。
その悩みとの付き合い方を一緒に考えよう
というのが著者の姿勢。家族、からだと恋
愛、友達のことなど、10 代から寄せられた
質問に向き合って答えた本。

は労働者の息子だったが、二人は恋に落ち
た。ある日、ぼくは彼女とある約束をして
しまい…。第二次大戦中を舞台に描かれた、
少年のせつなく忘れがたい初恋物語。

● 『最新ロボット大図鑑２００５』
● 『バッテリー６』

PHP 研究所 編

PHP 研究所

548/ｻ

あさのあつこ 作 佐藤真紀子 絵 教育画劇 913/ｱ

シリーズ最終巻。

● 『九つの銅貨』

W.ﾃﾞ･ﾗ･ﾒｱ 作

脇明子 訳 清水義博 画 福音館書店 933/ﾃ

1987 年刊を文庫版で再刊。

「０．１．２．えほん」「年少版こどものとも」「こどものとも」「かがくのとも」（福音館書
店）のハードカバーが、たくさん入りました。

図書館に寄せられる質問から
Ｑ．「書庫」ってどこですか？
A．みなさんが利用者検索端末で本を探しているとき、本の所蔵場所を見ると「書庫」と
でたことがありませんか？また、「地図」というボタンを押すと、「書庫資料請求票に記入の
うえカウンターへ提出してください」というメッセージに戸惑われた方もいらっしゃると思いま
す。これは、お求めの資料が図書館の閉架書庫、つまりカウンターの奥にある「書庫」に所蔵
してあるということです。市民図書館は、開架に１０万冊、閉架に 10 万冊の計 20 万冊所蔵
できます。そして開館 8 周年を迎えようとしている現在の蔵書冊数は、１７１，６８６冊（2 月
13 日現在）です。これに、雑誌や新聞、視聴覚資料を足すと、190,905 点となります。数字
が示すとおり、図書館の棚はどこもいっぱいになりつつあります。常に棚を見て、版の古いも
の、改訂版がでたもの、利用頻度の低いものなどを随時「書庫」に入れるようにしています。
そのため、所蔵場所が「書庫」と表示される本があるのです。
そこでみなさんにお願いです。所蔵場所が「書庫」となっている本は備え付けの「書庫資料
請求票」に記入してカウンターへ提出してください。直ちに職員が書庫から持ってまいりま
す。本棚を見て本がないな、とあきらめないで、わからない場合は職員へお問い合わせくだ
さい。

図書館からのお願い
＜不明本を
不明本を探してください＞
してください＞
特別整理期間に本の点検をしてみると、
「不明」となっている本が多数出てきました。
図書館でも、館内の棚の裏や下に落ちていた
り、と思わぬところから本は出てきました。
皆さんの身の回りにも、図書館のバーコード
のついた本がありましたら、図書館までご返
却ください。
また、資料を検索されて「不明」となって
いる本は、現在利用できない状態にあるとい
うことです。詳しいことはカウンターにお問
い合わせください。

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

