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新タイトル 決定

しました

図書館だより創刊号やチラシにて募集した図書館だよりのタイトルが決まりました。応募作品は４３
点。募集するまでは、作品が集まるかどうかちょっぴり不安もありましたが、図書館利用者の方々はも
ちろん、職場体験に来てくれた中学生や夏休み一日図書館員を体験してくれた小学生も、素敵なタイト
ルを考えてくれました。本当にありがとうございました。ほんの一部ですが、皆さんの作品をご紹介し
ます。

〔主な応募作品〕
どれも、わがまちの図書館から発信する情報誌にふ
さわしい、親しみの感じられる作品ばかり。図書館職

ア・ライブ・ラリー

員一同、悩みに悩んで、決めさせていただきました。

新しい世界へ～今日、本とともに
こちらふくせみ通信

図書館だよりの新タイトルは

読書の木

《ライブラリー・プラス》・・・

図書館と私が作る、情報のひろば
としょかん.net

これは、地域の情報発信基地である図書館が、市民
の皆さんの生活に役立つ図書館として、いろいろな可
能性や期待感を感じさせてくれるイメージで選んだタ
イトルです。
（匿名/くいしんぼちゃん子さんの作品）
また、おすすめの本や話題の本を紹介するコーナー
に《耳寄り BOOKS》を使わせていただきます。
（匿名希望さんの作品）

図書館へ行こう！
トッテ

取手みてみて（みるみる）図書館だより
ふくろう通信
本だぁいすき！
本、ほん、HON !
耳寄り BOOKS
ライブラリー・プラス

ほか

いよいよタイトルも決まり、図書館の PR はもちろん、市民
の皆さんと図書館の出会いの場となるような、
「読んでみたくなる図書館だより」を目指していきたいと思い
ます。

ライブラリー・プラス

図書館では、図書館業務に興味を持つ人の館内見学や、
職場体験をする機会を積極的に設けています。毎年、
小学生から社会人まで年齢も経歴もさまざまな方がい
らっしゃいます。特に夏休みは学生の方が多く参加し
ます。取手図書館での体験の様子をお伝えしましょう。

夏休み一日図書館員

小学 5･6 年生

8 月 23～25 日の 3 日間、市内小学生が各日 5～8 名参
加しました。取手図書館で施設見学、利用カード作成、
本の検索、貸出・返却、製本や修理を体験しました。
参加した小学生・中学生にアンケートをとりました。

職

場

7 月 4 日～26 日

Ｑ1 楽しかったことは
なんですか？
Ａ. カウンター業務
本の整理
ミステリーツアー
(書庫の中探検!)
Ｑ2 難しかったことは
なんですか？
Ａ. 本の整理
（番号順にならべるの
が大変だった）
本のカバーかけ

体

中学生・高校生

験

専門学校生・教諭

明星情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校

１名

(若年者雇用対策職場実習)
7 月 25 日～27 日

野々井中学校

４名

8 月 1 日～5 日

取手第二高等学校

２名

8 月 2 日～4 日

藤代南中学校教諭

１名

8月3日

藤代南中学校

8 月 11 日

取手第二中学校

8 月 25 日

藤代南中学校

１名
１名
１名

それぞれ期間にあわせて、図書館の仕事を体験・研修しました。
藤代南中学校の先生、生徒はふじしろ図書館で職場体験をしま
した。

職場体験を終えて

取手二高 山口彩子さん

Ｑ3 驚いたこと、意外だ
ったことはありま
すか？

初めはきちんとできるか不安だったけど、やさしい職員

Ａ. 書庫にある本が多か
ったこと

ことができました。

60 年も前の新聞が
あったこと
いっぱいぼろぼろ
な本があっておど
ろいた(修理も体験)
Ｑ4 今後ためになると思
ったことはあります
か？
Ａ. 探したい本がもっと
早く探せる
図書委員で役立てた
い
仕事の厳しさがわか
った

ライブラリー・プラス

の方々の指導のおかげで、楽しくたくさんのことを学ぶ
とくに、本の装備や修理の体験は、むずかしかったで
すがとても楽しく、本の大切さを学べたと思います。
この職場体験で学んだこと、感じたことを忘れずにいろ
いろなことに挑戦していきたいと思います。
図書館で職場体験をすることができて本当に良かっ
たです。

ＹＡ（ヤングアダルト）とは、アメリカ図書館
協会の「ヤングアダルト・サービス指針」によ
ると、１２歳から１８歳で「もはや自分を子ど
もだと思っていないが、社会は大人とは認めて
取手・ふじしろ図書館には、中高生のみなさん
いない」世代であると定義されています。
にも、試験勉強等の利用だけでなく、もっと
図書館を利用していただくために、おすすめ本をそろえた「YA ティーンズ・コーナー」
があります。
今、10 代の方も、ちょっと前まで 10 代だった方も、一度のぞいてみませんか？
あなたのお気に入りの本がきっと見つかります！
ティーンズ向け図書館だより『ふじだな☆ティーンズ』（略して『F☆T』！）も発行しています。

みなさんが読んで面白かった本や
イラストなどを書いて投稿できる
ネコ型ポストがあります。自由な投
稿お待ちしてます。
PC コーナー裏側の少し低めの
書架には、新刊本を中心に文庫な
ど、約 2,000 冊の本があります。

取手図書館

ふじしろ図書館ﾃｨｰﾝｽﾞ･ｺｰﾅｰ掲示板

耳寄りな本を紹介するコーナーです。今回は、取手市白山にお
図書館からの耳寄りな本を紹介するーナーです。
住まいの岩橋孝二郎さんの作品『愛河（あいが）
』
（2006 年
耳寄りＢＯＯＫＳ
今回は、取手市白山にお住まいの岩橋孝二郎さんの作品
3 月発行）を紹介します。文書にてインタビューしました。
『愛河（あいが）』（2006 年 3 月発行）を紹介します。
文書にてインタビューしました。

－執筆のきっかけを教えてください。
「『冬のソナタ』などの韓流ブームの名残に乗り、純愛物語を作ろう
と考えた。純愛ものには、結末が悲劇である方が似合うと思った。人
の心の闇に分け入り、そのドロドロした情念を取り出すために、父と
息子の葛藤を描くこととなった。そうなると、心理小説的な描写に傾
いていった。」
岩橋孝二郎さん
徳島県生まれ。京都大学
経済学部卒業。同和火災
に勤務ののち退職。取手
市白山６丁目在住。
内容
愛河（あいが）とは愛欲が人
を溺れさせるのを河にたと
えていう仏教の言葉。
誠一は、母の死後、父親で
ある山岡代議士に初めて
会う。それは、美貌の秘
書、唐沢美穂との運命的な
出会いでもあった。男女の
愛の行方と劇的な結末を描
く純愛ミステリー。

－どんなことに苦心しましたか？
「ミステリーだが、謎解きよりも人の心を描くことに重点を置き、重
厚な人間ドラマを展開する構成に苦労した。登場人物たちに何を吹き
込むかではなく、彼ら自身の声で話し、彼ら自身の思いで行動すると
いう作品が理想だが、まだ道半ばである。完成までに半年かかった。
」

－図書館、本との関わりを教えてください。
「活字中毒であるため、図書館はよく利用する。取手図書館やゆうあ
いプラザ図書室を利用している。小説を借りることが多いが、その他、
宗教関係や歴史書、ノンフィクションの本を借りることもある。」
人の「心」の動きが非常に詳細に書かれていることが印象的でした。
情熱を思わせる赤色のタイトルに、河を思わせる水色の背景のこの本
は、取手・ふじしろ図書館、戸頭公民館にあります。
ライブラリー・プラス

お し え て Ｑ＆Ａ
Ｑ：図書館の利用カードに描かれているデザインは？
Ａ：1979 年（昭和５４年）７月の取手図書館オープンにあわせ、取手市在住の画家、松田朝旭先生に
デザインをお願いしたものです。取手の市街から利根川を望み、常磐線の鉄橋や市民会館など
親しみのある風景が描かれています。
Ｑ：利用カードは家族で一緒に使ってもいいの？
Ａ：利用カードの発行は一個人１枚です。
利用カードに書かれている方ご本人のみのご使用
を願いします。
Ｑ：利用カードを失くしてしまったときどうすればい
いの？
あさあき

Ａ：取手図書館・ふじしろ図書館・戸頭公民館図書室

――☆松田朝旭先生のプロフィール☆――

のいずれかのカウンターで、手続きができます｡

1935 年

くわしくはカウンターまで。

77 年より取手市在住

Ｑ：図書館のパソコンで新聞記事が検索できると聞き
ましたが、どんな新聞がありますか？

『海からみた琉球史』
12/8(金)『琉球王国と首里城琉球と

期間：10 月 13 日（金）～22 日（日）
場所：取手図書館 1Ｆ
○手にとって自由に見られます

場所：ふじしろ図書館 2F 集会室

ライブラリー・プラス

＊＊＊編集後記＊＊＊

12/10(日)『道』

〈事務局 ＦＬ４０５〉

11/12(日)『拳銃無宿』

今 までは それぞ れの図 書館で
広報を発行していましたが、新し
いネーミングも決まり、ようやく
取手・ふじしろが力を合わせで作
る広報がスタートします。
出来上がりはさておき、これか
らもたくさん話し合い、広報編集
を通じて より良い取手市の図 書
館を目指 します。ただの図書 館
（情報提供だけ）としてではなく
そこにプ ラスアルファー魅力 あ
る図書館でありたいです。
そのプラスアルファーは、皆様
が直接図 書館へお越しいただ き
探してみてください。
職員一同お待ちしています。

12/22(金)『出雲神話にみられる日本文化』
10/15(日)『アンナ・カレニナ』

二科展会員に推挙

図書館を使った“調べる学習賞コンクール”
受賞作（複製）の展示

アジアの交流』

市民映画会（14:00～）

1984年

―――――――――――――――――――

朝日新聞の記事検索ができます。

10/13(金)･20(金)11/10(金)

二科展初入選

主に外国の風景をモチーフに絵画を制作

が検索できます。その他、ふじしろ図書館では、

全国公私立大学の講義を録画し、放映しています。

1956年

現在二科会評議員

Ａ：インターネットコーナーで官報・茨城新聞の記事

ビデオ公開講座（14:00～）

茨城県生まれ

