
 

『想いを紡ぐ』 

町の図書室ってどんなところ？ 

子どもを通した風景を中心に図書室を紹介した

いと思う。 

図書室の中の風景は実に心あたたまる人々の流

れがある。「この本すごく面白かったよ。また一緒

に本探して」と満面の笑み、「読みたい本が見つか

らないんだよなぁ…」と机の前を行ったり来たり

する子、「この本、泣けたよ。今度読んでみて」と

本を紹介してくれる子、親子や友達同士でお気に

入りの本を探す姿、その子どもたちの誰もが本と

の出会いを通し、物語の持つ優しさや傷み、悲し

さや勇気や強さなどに触れているのだと思うと

「よしよし、また子どもたちが来たら素敵な絵本

や物語を紹介しよう」と密かに思ったりする。 

本を決めかねている子には「これなんかどう？」

と声をかけると決まって「うん！それにする」と

即答。「ここ傷んでいるよ」と教えられ「みんなに

人気の本だからね」と補修作業を見てもらう。そ

んなやり取りが心地良く、流れる空間に身を置き

ながら、子どもたちにとっては本の世界との素晴

らしい出会いもさることながら、実社会での最初

の人間関係やルールを経験できる場所のひとつで

もあるのだとつくづく思ってしまう。 

子どもたちの真直ぐな目と言葉に触れるたび、 

～本の紹介～ 

     秋にまつわる本を紹介します。 
 

★「季節のおかず」・・・子どもたちに伝え、一緒に作りたい、ふるさとの伝承料理の数々。 

★「九月の四分の一」・・・失われた時の痛みとぬくもり、心のゆらぎを紡ぐ短篇集。 

★「１０月はたそがれの国」・・・怪異と幻想の世界が息づいている１０月の不思議な時間に引き 

込まれます。 

★「１４ひきのあきまつり」・・・秋の味覚や生き物もたくさん登場。大人も楽しめる絵本です。 

★「しばわんこの和のこころ」・・・四季の移ろいを感じながら日本という国の暮し方を見直して 

みたくなる大人の絵本です。 
 

 「読書の秋」・「秋の夜長」にぴったりの本を探してみませんか？  

 

２００７年 秋号（№３） 

TEL＆FAX：0137-82-2822 

今金町民センター図書室 

 あたなの秋を 

    見つけてみませんか！？ 

Imakane 

 

私はあなたのために努力をしたいと思っている。

もちろんまだ本に出会っていない子どもたちに対

しても。 

ボランティアの方たちの図書室整備の協働作業

や読み聞かせ活動、たくさんの人が携わる図書ま

つり、図書館車の地域巡回等、読書環境を整える

大人の役割にも思いを馳せると図書室の向こう側

には楽しくも大切な世界が広がっているのだと思

わず背筋が伸びる。 

大人の《希望》である子どもが、自分の人生を

見つめ、楽しさや夢を語れるようにこの大事な時

代にたくさんの本や人や経験に出会ってほしいと

思わずにはいられない。 

この図書室が時を越え、大人から子どもへまた

その子どもへ…と息づいてくれる空間であり、い

つでも「ただいま」と言える場所であったらどん

なに良いだろう。そう考えると本に携わる私は実

に幸せな仕事をさせてもらっていると言わなけれ

ばいけない。 

これからもたくさんの人のいくつもの「想い」

を紡ぎながら変化し続ける図書室であれたらと願

っている。 

 

図書司書 船 木   恵 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイチェル・カーソン 

「センス・オブ・ワンダー」 

   美しいもの、未知なもの、 

神秘的なものに目を見張る 

感性を育むのは、子どもた 

ちへの大切な贈り物。 

 自然を探検し、発見の喜 

びに胸をときめかせます。 

 

～第４回いまかね図書まつり～ 
今年もいまかね図書まつりが開催されます！！ 

たくさんの人が本に触れ、豊かなライフステージへの

きっかけ作りを目指します。 

○お宝発見！ブックリサイクル 
○あさのあつこ原作「バッテリー」上映会 
○趣向を凝らした物語の読み聞かせ 
○音楽とおはなしのコラボレーション 
○今年もやります！フリーマーケット 

など、他にもいろいろな楽しいコーナーを揃えて 

います。たくさんのご来場をお待ちしております。 

図書まつりの主な日程は次の通りですが、後日新聞折

込みにて詳しくお知らせいたします。 

マイケル・ローゼン 

「悲しい本」 

 愛する者の死がもたら 

す悲しみを徹底して見つ 

める中から浮び上がる命 

あるものへの悲しみと深 

い慰めを、詩人・谷川俊 

太郎の訳でおくる感動の 

絵本です。 

言葉や文章には不思議な力が宿っています。 

～図書コーナーのある施設～ 
現在、子いもちゃん広場（町民センター内）・あったからんど・種川温泉・国保病院に図書コー

ナーを設置しています。「温泉でゆったり」、「診察までの待合時間に」、「お子さんと楽しく遊びな

がら」など用途にあわせて活用していただけるとうれしいです。生活に密着できる図書環境につな

がればと願っています。 

また、子いもちゃん広場利用のお母さんとお子さんたちが 

図書室へも顔を出してくれるようになりました。お子さんと 

一緒に本を選ぶお母さんの顔はとても優しく、時には自分の 

子ども時代を懐かしむ少女の顔も見せてくれます。 

手の届くところに本があるしあわせを実感する瞬間でもあ 

ります。 

ブックリサイクル 

 １０月２５日（木）～２８日（日）町民センター２階研修室 

前夜祭 映画「バッテリー」上映会 

 １０月２７日（土） 午後６時３０分 町民センター大ホール 

第４回いまかね図書まつり 

 １０月２８日（日） 午前９時３０分 町民センター全館 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「くだもの」 平 山 和 子 作 

       福音館書店 1979年初版 

 

          親子の楽しい遊びを作 

ってくれるとびきり美味 

しい絵本。 

赤ちゃんに愛され続け 

ている定番の絵本です。 

≪赤ちゃんの時から読書週間を！≫ ～６ヶ月乳幼児相談とともに出発～ 

 人が人として、さらに彼が彼らしく、彼女が彼女らしくあるために考える力を育ててくれるものに

「読書の世界」がある。読むこと、考えることで子どもは大きく成長する。一人の人間の直接経験の

広がりは無限大に近い。読書は様々な知恵を授け、心を豊かに 

育て、考えることを促し、新しい世界へ旅立ちの準備を整えて 

くれる。 

〔参考資料 山崎慶子著「グランマの本棚」〕 
 

ブックスタートはこの世に誕生し、 

やがて社会の一員として巣立って 

いく子どもたちの大切な出発点に 

始まる子育て支援でもあります。 

「がたんごとん がたんごとん」 

安西水丸 作･絵 福音館書店 1987年初版 

         

次から次へと汽車に乗り 

込んでくるのは赤ちゃんに 

馴染みのもの。 

次はどこへ行くのかな？ 

レファレンスの活用 その２ 

～赤ちゃんと過ごす優しく大切なひとときを～ 

≪サービス活用の実例≫ 

若い女性から「ある本を探しているのですが…」という相談があった。 

キーワードは「絵本」「男の子」「とにかくまっすぐ歩いた」の三つ。 

その他の記憶は全くないが、大好きな絵本だったので購入したい。 

思いつく本をかたっぱしから紹介したが、どれも空振り。 

急がないということで、数日時間をもらい調べたが見つからない。 

ある日、まったくの別件で読んでいた本の中に探していた本を発見。 

早速依頼主の女性へ知らせたところ・・・その中に探している本が！ 

探すのは大変でしたが、何よりのご褒美は彼女の笑顔でした。 
 

このように不十分な情報や質問でも安心してお尋ねしてください。 
 

「感動で泣ける本が読みたい…」 「笑える本が読みたい…」 
一緒に本探しのお手伝いもします。 

読みたかった本に出合えると嬉しいですよね。 

ブックスタート事業の様子 

いくつかのキーワード 

キーワードをもとに 

数冊の本を探し出し 

依頼者へ知らせる  

探していた本を発見 

本との再会で笑顔に！ 

探している本の相談 

｢以前、読んだ本を探してほしい！｣ そんなときにご活用ください 



 

 

 

 

 

 

≪≪≪いいいつつつでででももも・・・どどどこここでででももも・・・誰誰誰でででもももががが本本本ととと出出出会会会ううう≫≫≫   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 月 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

7 ８ ９ 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

１１ 月 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

４ 5 6 7 8 9 10 

11 12  13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

１２ 月 

日 月 火 水 木 金 土 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

今金町民センター図書室利用案内 

●開館日  ◆水・木・金曜日   １３：００～１７：００ 

◆土・日曜日      ９：００～１７：００ 

（但し、１２：００～１３：００は閉館しています） 

◆平日における祝日  １３：００～１７：００ 
 

●休館日  ◇月・火曜日（祝日の場合でも休館しております） 
 

※火～日曜日の図書室閉館時の本返却については 

１階事務室でも受け付けております。 

新着本のご案内は広報誌「いまかね」でしております。 

ついに移動図書館車の名前がつきます。 

今月行なわれる図書まつりで発表の予定です。

おたのしみに！！ 

毎月、各小学校と季節保育所を訪れている図

書館車の様子をご紹介します。 

保育所の先生のお話では、前の日から図書館

車が来るのを楽しみに待ってくれている子ども

たち。小学校ではリクエストの活用も覚え「こ

の次来るときはこんな本をお願いします」など

の希望もあります。楽しみに待っていてくれる

子どもたちに本を届けることができ、本当にう

れしい瞬間です。 

各学校・季節保育所巡回時には、子どもたち

だけではなく大人の方にも貸し出しを行なって

おります。今後は地域の方たちにももっと知っ

ていただき、利用していただけるよう準備をし

ていきたいと考えていますのでよろしくお願い

いたします。 

どうぞご利用ください。お待ちしております。 

★各小学校・季節保育所巡回予定★ 

◎１０/１０・２４・１１/７・１９・１２/５・１９ 

種川小学校       ９：２５～ ９：４５ 

神丘小学校      １０：１５～１０：３５ 

美利河小学校     １１：４５～１２：００ 

◎１０/１０・１１/７ 

種川季節保育所     ８：５０～ ９：２０ 

神丘季節保育所    １０：４０～１１：１０ 

◎１０/２４・１１/１９ 

鈴金季節保育所    １０：４５～１１：１５ 
 

★ 臨 時 運 行 予 定 ★ 

◎１０/２８ 

いまかね図書まつり  １０：００～１６：００ 

 

※各種イベント等での運行も予定しております 


