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図書館の資料はみんなのもの…

本を大切にしよう！
例えば、勉強している時に参考書に要点を蛍光ペンでチェックする、また、読みかけの
本のページの端を折ってしおり代わりにする…といった経験はありますか？
それがご自身の本であればいいのですが、ごくたまに図書館の本でも同様のことをされ
る方がいらっしゃいます。
それでは、実際にどんなケースがあったのか、具体的に紹介しましょう。

記事を切り取ってしま
ったり、やぶってしま
った！

ペットが噛んでしまっ
た！

マーカーで線を引いた
り、クイズの答えを書
いてしまった！

飲み物や雨でぬらして
しまった！

以上のような資料は、程度によっては廃棄しなくてはならず、多くの利用者のみなさん
に迷惑をかけてしまうことになります。
図書館の資料はみんなのものです。友人から借りた本と同じような気持ちで大切に
扱って下さい。
※他の利用者に提供できない状態になってしまった場合は、弁償をしていただくこともあ
ります。
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図書館・これからの催し
７月から夏休みがはじまりますね！ 図書
館でも本を活用した子ども向けの催しを企画
していますので、ぜひ参加して下さい！

科学あそび

子どもの本の
読み聞かせ講座
（そうふけ図書館）
〜お子さんと絵本を楽しむために〜
（家庭での読み聞かせについて）
日時：７月１０日（木）
午前１０時〜午前１１時３０分
場所：ふれあい文化館 ３階 研修室１
対象：一般
定員：１０名（先着順） ※参加費無料です
申込み・お問合わせ :
そうふけ図書館カウンターもしくは電話で
♪７月２日（水）より受付します。

（小倉台図書館）
毎年恒例の「科学あそび」。今年のテーマは
「ストローをつかってあそぼう」です。
楽しく遊びながら科学を体験しよう！
日時：７月２４日（木） 午前 10 時〜
場所：小倉台図書館 集会室
対象：小学４年生から６年生まで
定員：１２名（先着順） ※参加費無料です
申込み・お問合わせ :
小倉台図書館カウンターもしくは電話で
♪７月 3 日（木）より受付します。

図書館探検隊

こどもの郷土史講座

（大森図書館）

（大森図書館）

夏休みの思い出に、図書館の仕事を体験
しませんか？
日時：７月３１日（木）
① 午前１０時〜正午
② 午後１時３０分〜３時３０分
場所：大森図書館
対象：小学生
定員：各１０名（先着順） ※参加費無料
申込み・お問合せ :
大森図書館カウンターもしくは電話で
♪７月８日（火）より受付します。

「いんざい」の歴史について、歩いて学
ぼう！
日時：８月７日（木）
午前９時３０分〜正午
場所：中央公民館 集合／大森図書館 解散
対象：小学５年生から中学生まで
定員：３０名（先着順）
参加費 : １００円（保険代等を含む）
申込み・お問合せ :
大森図書館カウンターもしくは電話で
♪７月８日（火）より受付します。

おはなし会においでよ！
図書館では定期的におはなし会を行なっ
ています。紙芝居や大きな絵本、季節や行
事にぴったりのおすすめ絵本など、楽しい
おはなしをご用意してお待ちしておりま
す。ぜひお気軽にお越しください！
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大森図書館
（おはなし室）
小林図書館
（遊戯室）
そうふけ図書館
（おはなしのへや）
小倉台図書館
（おはなし室）

第２・４土曜日
午後 3 時〜
第４土曜日
午後 3 時〜
第 1〜4 土曜日
午後 3 時〜
第１・３木曜日
午後 3 時半〜

楽しかったね！〜行事報告〜
〜ブックリサイクル〜
（小倉台図書館）
５／２４（土）〜２５（日）に小倉台図書館
にてブックリサイクルを開催しました。
初日には開始時間前に５０人ほどの方が部屋
の前に並んで待つほどの盛況ぶりでした。
１０月には大森図書館でも同様のブックリサ
イクルを開催する予定です。是非足をお運び下
さい。

〜春のおはなし会〜
（大森図書館）

〜図書館クイズ〜
（小林・小倉台図書館）

4 月２６日に開催された「春
のおはなし会」は、クイズのよ
うに子どもたちとの掛け合い
ができるパネルシアターや大
型絵本の読み聞かせなどを行
ないました。

子どもの読書週間（４／23〜
５／11）に小学生を対象として
小林、小倉台図書館で図書館ク
イズを行ないました。
＜小林図書館＞
前回を上回る２３名の参加が
ありました。クイズを通して本
と触れ合う機会を作れました。
＜小倉台図書館＞
今回は、30 名の参加がありま
した。クイズに関する本を探し
たりして本と触れ合うことがで
きました。

図書館
人気の本
（平成２０年５月２８日現在）

ゴールデンスランバー
初登場で４位！

〜児童特別展示〜
（大森・そうふけ図書館）
＜大森図書館＞
『世界の民話』をテーマに世界
の民話（昔話）の絵本・読み物
を展示しました。
＜そうふけ図書館＞
全国学校図書館協議会選定「よ
い絵本」の展示を行ないました。
選びぬかれた絵本の展示でした
ので、たくさんの本が借りられ
ました。

①

ホームレス中学生

田村

裕／著

②

流星の絆

東野

圭吾／著

③

ダイイング・アイ

東野

圭吾／著

④

ゴールデンスランバー

伊坂

幸太郎／著

⑤

夢をかなえるゾウ

水野

敬也／著

⑥

楽園（上下）

宮部みゆき／著

⑦

夜明けの街で

東野

⑧

女性の品格

坂東真理子／著

⑧

私の男

桜庭

一樹／著

⑩

食堂かたつむり

小川

糸／著

圭吾／著

♪上記の本は非常に人気があり、リクエストをしていただいても長期にわたりお待ちいただくことになります。ご了承下さい。
♪上記のうち、ご自宅に不要になった本がございましたら是非図書館にご寄贈ください！
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今回のテーマは「パニック小説」
。人はさま
ざまな状況でパニックに襲われます。そして
何より怖いのは、そのパニックに陥った時の
人々の行動。人は狂気に走り、どうなってし
まうのか…。そんな人たちの話を読んで「自
分はこうならないぞ！」と言い切れないのが
一番怖いかも…。

この本、
おすすめです！

「ひとめあなたに…」 新井 素子／著 （角川書店）
ずっと恋人だった彼、朗に別れ話を切り出され、友人とやけ酒を飲んで、
二日酔いの状態で目覚めてテレビをつけたら、1 週間後、大きな隕石が
落ちて、地球は粉々になると報道していた−。
これは主人公の圭子が恋人に会うため、江古田から歩いて鎌倉まで向か
う話です。その道中、彼女は様々な人に出会いますが、
「死」を目前にし
て、皆どこか狂っています。一見分からないその狂気の描き方がとても
怖ろしく、どこか美しい。これはもう 20 年以上前の作品ですが、色あ
せず、強い説得力を持つ作品です。

この本、
おすすめです！
「Ｑ＆Ａ」 恩田 陸／著 （幻冬舎）

2002 年 2 月 11 日午後 2 時過ぎ、都内郊外の大型商業施設におい
て重大死傷事故発生。死者 69 名、負傷者 116 名という大惨事だった
が、いまだその原因が明らかになっていない。建物の中で何が起こり、
何が起こらなかったのか…。当事者や関係者たちにインタビューを行
い、その謎を追及していくという内容のこの本は、基本的に会話文のみ
で話が進んでいきます。徐々に色々なことが明らかになるが、余計に謎
は深まるばかり…。実際に起こりそうな感じが、じわじわと怖い作品で
す。ラストは好みが分かれるかもしれませんが…。

「屍鬼」 小野 不由美／著 （新潮社）
スティーヴン・キングの「呪われた町」のオマージュとして書かれた
この作品は、登場人物が 150 人以上、ページ数も 1000 ページを超
えるといった何ともボリュームのあるお話。三方を山で囲まれ、世間
から隔離された感のある外場村。そんな小さな村で、次々に人が亡く
なっていく現象が起こり、住人達はパニックを起こしていくという内
容で、ストレートな怖さを味わえます。その分量ゆえ、読むのに覚悟
がいるかもしれませんが、読み始めたらもう止まりません。夏に読む
のにはぴったりの本です。
★表紙画像は出版社に許諾を得て掲載しております。

編集
後記

図書館についてのお問い合わせは、
もよりの図書館まで！
★
★
★
★

大森図書館
・・・
小林図書館
・・・
そうふけ図書館 ・・・
小倉台図書館
・・・

４２−８６８６
９７−０００５
４５−２５６６
４７−５５１１
-4-

急に暑くなりましたね！
…とちょっと前に書いたらまた
肌寒い日が続いています。みなさ
んが読まれている「今」は一体どうなってい
るのでしょう？
これから梅雨に突入し、ますます天候が気
にかかる日が続きますね。
（Ｔ・Ａ）

