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お近くのキオスク端末で 検索・予約 もラクラク～♪
市内公共施設 22 ヶ所に“ＫＩＯＳＫ（キオスク）端末機”があるのはご存知ですか？*広報とりで 7/1 号で紹介
“ＫＩＯＳＫ端末機”は、図書館の資料の検索や予約などいろいろな機能をもつ便利なコンピュータです。

= ＫＩＯＳＫ端末機 =

（メニュー画面）
・取手市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

・施設案内

・いきいきﾈｯﾄとりで

・市内地図

・ｽﾎﾟｰﾂ施設予約

・図書館蔵書検索

・ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ案内

・ﾋﾞﾃﾞｵﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ

= 図書館蔵書検索トップページ =
1.［図 書 検 索 ］・・・図書の検索と予約ができます
2.［雑 誌 検 索 ］・・・雑誌の検索と予約ができます
3.［Ａ Ｖ 検 索］・・・ＣＤ、ＤＶＤの検索ができます（*）
（*）ふじしろ図書館内での利用に限る
4.［利用者ﾛｸﾞｲﾝ］・・・現在の貸出・予約状況が確認できます
5.［ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更］・・・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの変更ができます
6.［休

館

日］・・・各館の休館日が確認できます

【利用にあたってのご注意】
！予約や、貸出予約状況の確認をする時は、図書館利用カードとパスワードが必要です。

！情報更新には少し時間がかかるため、現在の状況とは異なる場合があります。
！パスワードの登録には本人証明書が必要です。取手･ふじしろ・戸頭でお申し込みください。

（中学生以上対象）

操作はすべて

◇キオスク設置場所◇
・取手市役所

・藤代庁舎

・福祉会館

・さくら荘

・あけぼの

・かたらいの郷・福祉交流センター

・井野公民館

・小文間公民館 ・寺原公民館 ・永山公民館

・戸頭公民館

・藤代公民館

・保健センター

・ｶﾀｸﾗｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ 5 階

・取手図書館 ・ふじしろ図書館

・藤代保健センター

・取手ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ・藤代ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

・埋蔵文化財センター
・ゆうあいプラザ
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指タッチ！

ＯＰＡＣ
図書館資料検索機

取手図書館・ふじしろ図書館・戸頭公民館図書室には、詳しく検索できる便利な端末「ＯＰＡＣ（図書館資料検索機）」が
あります。館内にある資料は、館内地図で表示されます。予約や、貸出予約状況の確認もできます。ぜひご利用ください。
11 月 21 日（火）
・23 日（木）
に取手図書館にて「初心者の
ための図書館資料検索機（Ｏ
ＰＡＣ）活用講座」を開催し
ました。今後も続けていきた
いと思います。2 月にはふじ

タッチパネルタイプ
（指タッチ式）

しろ図書館で開催します。

キーボード入力タイプ

（4 面参照）

使い終わったら最初の画面にもどしてね。
タッチパネルタイプの最初の画面には
フクタロウ

ぼくたちがいるよ。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

「広報とりで」の点字版が読めます！

取手図書館では、点字サークル「もえぎ」（代表：八重樫わか子さん）の皆さんが点訳した「広報とりで」
を点字ジャーナルやテルミなどのある「点字雑誌コーナー」に置きました。平成１８年１１月１日号から読
むことができます。各号とも発行後１０日ほどで、取手図書館に届き「点字雑誌コーナー」に置かれます。
点字サークル「もえぎ」は、点字を読む方の要望に答えて、広報・時刻表・レストランメニューなどを点
字作成する活動をしています。

（問い合わせ：取手図書館 74-8361）

読書サービス室（対面朗読室）もあります！ぜひご利用ください！
ふじしろ図書館には、視覚に障害のある方を対象に対面朗読のできる「読書サービス室」があり
ます。ここには、全国の点字図書・録音図書の一覧（点字版）もあります。ご利用の際には、事前
にお電話でお問い合わせください。※対面朗読とは視覚に障害のある方に対し、その要望する資料
を読んで聞かせること。

（問い合わせ：ふじしろ図書館 70-8181）
ライブラリー・プラス

とりで・子どもの本連絡会

『（社）読書推進運動協議会長賞』を受賞！
10 月 29 日（日）‐「いばらき読書フェスティバル 2006」／茨城

－活動記録－

県立図書館開催において、これまで図書館などと連携し、子どもた

S53 年 ｢取手市文庫連絡会｣発足

ちの読書推進活動を積極的に取り組んできた長年の功績が認めら

★読み聞かせ

れ、「とりで・子どもの本連絡会／代表 河口美智子さん」に（社）

学校訪問おはなし会、マラソンおはなし会など

読書推進運動協議会 会長より賞状が伝達されました。

★絵本作家の講演会

「
私達の会は、子 ども達が本と出会う こと

により、本 の楽 しさ を知 り、こころ豊 かな

人生 を生 きて欲 しいと願って活 動 していま

す 。「子 どもは本 が好 き、読 んでもらう の

はもっと好き！ 」
これが長年 活動を続 けて

きた私達の実感です。

この度 の受 賞 を励 みに、これからも地域

の子 ども 達 に、子 ども の本 を 手 渡 す パイ

プ役 として、本 に親 しみ楽 しく活 動 して

参りたいと思います。」

★絵本の紹介
｢子どもの本のひろば｣など
～ほか幅広く活躍中～
H17 年 改称｢とりで･子どもの本連絡会｣

代表の河口さん（右）と秀城さん（左）

黒澤絵美さん（取手在住）

『第 12 回小諸・藤村文学賞

一般の部 優秀賞』を受賞！

第 12 回小諸・藤村文学賞一般の部優秀賞に、取手市在住・黒澤絵美さんの『いつかみた青空』が選ばれ
ました。この賞は、1992 年に長野県小諸市が藤村の生誕 120 年と没後 50 年を記念して設立。随筆・エ
ッセーの分野で全国から広く募集し、その偉業を偲び、交流の機会となることを目的としたもので、今回の
応募総数は 2,700 点もにのぼりました。
黒澤さんの作品「いつかみた青空」は、目に障害を持つ黒澤さんがその障害をいかに受け入れていったか
を、小学校へ体験を話しに出かけた際のエピソードを交えながら語った、前向きでさわやかなエッセーです。
『小諸･藤村文学賞入選作品集 第 12 回』に収録され、取手・ふじしろ・戸頭公民館図書室でご覧いただ
けます。

〈黒澤さんコメント〉
「マスコミでは連日、子どもをめぐるろくでもない報道がさ

―黒澤絵美さん―
取手市戸頭在住。自宅で鍼灸マッサージ
治療院を開業する傍ら、執筆活動を行う。

れていますが、大多数の子どもは純粋で素朴で、こちらのほ
うが心を清められてしまうような無垢な存在でした。そうい
う子どもたちと時間を共有できた幸せな感動を是非文章に残
しておきたいと思い、早速書いたのが『いつかみた青空』で

03 年『仙人のお守り』で長塚節文学賞・
優秀賞受賞。作品に母との共著『母が鼻歌
まじりに』。同人誌にも随筆の投稿を続け

す。」
る。学校を中心に講演活動も多数。

ライブラリー・プラス

静かな図書館で働く図書館員の実
態は･･･。ぱたぱた時間に追われて
走り回っています。意外と体力勝負
です。
8：10

図書館勤務歴 5 年。
アルバイトを経験
して以来、図書館の
仕事のとりこにな
りました。
（PN かぱ子）

毎日大量の本が図
書館間を移動して

全員で開館準備。新聞チェ

取手市関係の記事

ック。パソコンの立ち上げ、ブッ

をコピーしてファ

クポストの本の返却、棚の整理。

イルしています。市

9：10

ミーティング

役所にも提供して

9：30

開館

います。

棚整理の続き、新しい本の

登録など。公民館に返却された本
の回収に車で出かけることも。
11：30

昼休み 交替で。

色々なしらべ物の

12：30

カウンター当番。貸出返却、利用

お手伝いします。

登録や、調べ物のお手伝い。

〈今までの例：「た

14：30

他図書館・公民館からの本が届く。

ぬきの追い払い方」

15：00

2 月に行う検索機講座についてボ

「取手市の昭和 30

ランティアさんと案を練る。

年の人口」など〉

います。重い！
16：00
家で読む本を必ず
持ち帰ります。最

出勤

17：30

近は『小さい“つ”

団体貸出した本が事務室に返却さ
れる。返却処理。

イベントはボラン

終業。遅番の日は戸締りをして

ティアさんとの協

18：30 頃退出。残業になることも。

同開催が多いです。

が消えた日』おも

感謝！

しろかったです。

ビデオ公開講座（午後 2 時～）
全国公私立大学の講義を録画し、放映しています。

1/12(金)「出雲の神楽、芸能にみられる日本文化」
1/26(金)「日向神社にみられる日本文化」
2/9(金)「日向の神楽、芸能にみられる日本文化」
2/23（金）「生き物に満ちた熱帯林を守る」
3/9(金)

としょかんお助け組
図書館検索機で
本を探してみるの巻
初心者向け。検索機のコツ伝授します。

〈日時〉

2/14（水）・21（水）

「1.ケアとはなにか」

① 午前 10 時～（21 日のみ）

「2.キリスト教におけるケア」

② 午後 1 時 30 分～

3/23（金）「3.仏教におけるケア」

市民映画会（午後 2 時～）
1/14(日)『黄金狂時代』・2/11(日)『キッド』
3/11(日)『M』
〈会場〉ふじしろ図書館 2F 集会室 ※申込不要

③ 午後 3 時～
※各回 30 分間
〈会場〉ふじしろ図書館
〈募集人員〉 各先着 5 人
電話申込（2/1（木）～）
〈問〉ふじしろ図書館 70-8181

＊＊＊編集後記＊＊＊
あけましておめでとうございます。今年はいのしし年。いのししのつぶらな瞳を再発見した時のような、心澄むひとときを図書館が提供できま
すように。決していのししの突進を目の当たりにした時のような、にはなりませんように・・・。たまには勢いも大切！？
〈Ｔ〉

ライブラリー・プラス

