第５１号
発行日 平成３０年 ６月 １日(金)
（年４回発行）
発行者 木更津市立図書館
木更津市文京２－６－５１
木更津市立図書館報

TEL ０４３８－２２－３１９０
FAX ０４３８－２２－７５０９

《春のイベント報告》

平成 30 年度 文芸講演会を開催しました！
今回の文芸講演会は、「おらおらでひとりいぐも」で芥川賞を受賞した、若竹千佐子さんをお迎
えして開催いたしました。通算で 30 回目となる当館主催の文芸講演会に大きな花を添えていただ
きました。
文芸講演会の開催に際しては、予約の受付開始から２日目で、早々に定員に達してしまうという
大人気ぶりで、地元の方が芥川賞を受賞したことが、とても大きな影響力を持つということを改め
てうかがい知ることができました。また、３月には木更津市民栄誉賞が授与されていたこともあり、
会場に授賞式の時に受け取った賞状や盾を持参していただき、みなさまにご覧になっていただくこ
とができました。
インタビュアーの
軽快なトークで
若竹さんの話も弾みました

生の言葉で朗読をしていただく
貴重な場面も！

さて、文芸講演会は２部仕立ての構成で、まずは、若竹さんに単独公演をしていただき、参加者
のみなさまに胸の内を語っていただきました。主人公である桃子さんのように強い女性を書きたか
ったことや、老いは力“みんなでいぐも”というメッセージを届けていただきました。特に、女性
の社会進出についての話では、思わず熱がこもる場面も見られました。
続いて、ラジオパーソナリティをされている熊本さんに登場していただき、若竹さんにインタビ
ューをしていただきました。インタビューといっても、ただ対談をするだけでなく、若竹さんに「お
らおらでひとりいぐも」の一節を朗読していただいたり、方言の持つ力を語っていただいたりと、
とても興味深いお話を引きだしていただきました。質問タイムに移っても、著書に登場した気にな
る場所の説明をしていただいたり、読んでよかった「母の罪」という海外作品の話をしていただい
たりと、いつまでも話は盛り上がり続けました。
当館では現在も「おらおらでひとりいぐも」の予約数はなかなか減ることがなく、蔵書数を増や
しているところです。ぜひ予約を入れて、お読みになってはいかがでしょうか。
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図書館では、6 月から 8 月にかけ、様々な行事を開催します。
お申し込みは図書館の窓口かお電話（22-3190）へどうぞ。
みなさんのご参加をお待ちしています。

大人のためのおはなし会
「むかしむかしあるところに……」
初夏の図書館で、どこか懐かしいおはなしの世界へ図書館職員がご案内します。
〈日
〈会
〈定

時〉平成３０年７月１日（日） １４時～１５時 30 分
場〉恵春庵（図書館別棟）
員〉３０名（申込み制・先着順）

〈対

象〉素話に関心のある大人の方

すばなし

絵本講座 ～赤ちゃんが楽しむ絵本編～

子どもが赤ちゃんの時期はあっという間です。その短い期間に出会ってほしい絵本や、わらべう
たなどをたくさんご紹介します。
〈日
〈会
〈定
〈対
〈講

時〉平成３０年 6 月 2８日（木）
① 10 時 30 分～1１時 30 分

②13 時 30 分～14 時 30 分（２回とも内容は同じ）

場〉文京公民館 1 階和室
員〉各回２０人 先着順（申込み制・先着順）
象〉大人（お子さん同伴可）
師〉図書館職員

ボランティア講座「音訳教室」
木更津市立図書館で音訳ボランティアを行っている音訳の会「しおさい」から、音訳の基本技術
について学びます。（音訳とは図書による読書が困難な方のために文字を音声化することです。）
〈日 時〉平成３０年 7 月 2１日（土）・2２日（日）
〈会 場〉図書館（２階大会議室）
〈定 員〉２０名（申込み制・先着順）
〈対 象〉中学生以上
〈講 師〉音訳の会「しおさい」

13 時～16 時（2 日間連続）

〈持ち物〉筆記用具
昨年度の様子
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夏休み企画

図書館を楽しもうよ！

夏休み恒例の身近な材料で工作をする「工作教室」、ちょっぴりこわいおはなしや絵本を
読む「こわ～いおはなし会」、そして昨年度大好評だった図書館の仕事を体験する「１日図書館員
体験」も日数を増やして開催します。
工作教室は 7 月 28 日（土）午後 年齢に合わせて各１回 ３０人まで（申し込み制）
こわ～いおはなし会は 7 月 30 日（月）午後２回 各回４０人まで（申し込み不要）
1 日図書館員体験 は 8 月 3 日，8 月 10 日，8 月 17 日（金） 各１０人まで（申し込み制）
詳しくは 6 月の中旬頃に館内のポスターなどでお知らせします。
工作教室・1 日図書館員体験の受付は 7 月 1 日（日）9 時からです。

図書館員おすすめの一冊
「２１世紀版少年少女古典文学館

第 10 巻

徒然草・方丈記」吉田兼好∥著 鴨長明∥著
講談社 K918-シ-10

日本三大随筆として名高い「徒然草」ですが、古典文学ということで敬遠されている方は多い
のではないでしょうか？最初の方は人生訓、仏の教えなど真面目なことを書いてあり、一見難し
そうに感じるかもしれませんが、ページを進めると当時のゴシップあり、恋愛論ありと意外なほ
どに親近感を感じます。700 年前から人は人づきあい、仕事、恋愛と変わらぬ悩みを抱えている
のだと気づかされ、クスッと笑えて心がほどける一冊です。図書館では現代語訳され、読みやす
くなったものも多数取り揃えてあるので、どこから手を付けたらよいかわからない場合など、職
員にお気軽にご相談ください。

〈図書館を使いこなそう

No.25〉貸出ランキングについて

図書館のホームページから人気の本や、新着本の検索ができることをご存知でしょうか？
木更津市立図書館ホームページの TOP ページから蔵書検索をクリックして
いただくと、資料検索画面が開きます。資料検索画面の左側の資料検索カテゴ
リーにある「貸出ランキング」
「新着資料検索」をご利用いただくと、人気の本
や新着本の検索ができます。
「貸出ランキング」ではジャンル別に 1 か月～1 年の間の貸出上位 20 位までの資料が検索で
きます。「新着資料検索」ではジャンル別に木更津市立図書館に所蔵された新刊本と、選書をされ
た新着本が検索いただけます。
本を読みたいけれど、どの本を読めばいいか分からない、このジャンルの新しい本が読みたいな
どお悩みの時は、今まで知らなかった本と出合うことができるチャンスです。
図書館内にある OPAC（資料検索機）からもご利用いただけますので、ぜひお試しください。
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図書館の１年（平成 29 年度）
図書館の蔵書冊数 359,519冊の内訳
その他（児童書等）
39,924冊

哲学・宗教
10,160冊

総記
12,052冊

歴史・地理
36,679冊
社会科学
42,655冊

文学
131,769冊
自然科学
22,571冊
技術・家庭
23,883冊

語学
4,353冊

レファレンス（調べもの相談）件数
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芸術・スポーツ
25,003冊

産業・交通
10,470冊

有効登録者数(人)
45,849
47,668

入館者数（人）
119,082
120,666
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予約・リクエスト件数(件)
37,937
38,855

複写サービス枚数（枚）
17,142
17,630

行事参加人数（人）
7,762
8,016

貸出冊数（冊）
421,437
416,427

行事参加人数の掲載につい
て見直しを行い、図書館が主
催した事業と、おはなし会の
参加人数の記載へと変更をし
ました。

開館時間 水～金曜日 9 時～19 時
土・日・月・祝 9 時～17 時
＊火曜日および毎月最終金曜日と祝日の一部は休館いたします。
＊おはなし会は毎週木曜日 15 時半～（3～5 歳）、15 時 50 分～（小学生）です。
＊赤ちゃんといっしょのおはなし会は毎月第 1・第 3・第 5 木曜日 10 時半～、1１時～です。

編集後記 日増しに暑さも増し、夏の訪れを体で感じるようになってまいりました。スタミナ料理のレシピや夏
の避暑地の旅行ガイド等、図書館の資料を上手く利用して暑さに負けない楽しい夏をお過ごしください。
（H・F）
もうすぐ梅雨が到来しますね。雨の日は雨音が心地よい BGM になって読書に没頭してしまいます。図書館の本
が、皆さんのまたとない今年の夏をより豊かなものにするよう職員も張り切っていきたいと思います。（K・M）
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