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このたびの東日本大震災により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげ
ます。あわせて被災地の一日も早い復興をお祈りいたします。
図書館でも節電のために、櫛形図書館の平日の開館時間を短縮し６時閉館としていま
す。また全館、ビデオや DVD の視聴も中止しております。館内も一部消灯するなど、
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
4 月 30 日は、図書館記念日です。昭和 25 年 4 月 30 日に図書
館法が公布されたことにちなんで、昭和 47 年より実施されました。
図書館法により、無料原則や公共施設としての機能が備わり、図書
館活動は新しく生まれ変わりました。皆さまの図書館です！ぜひご
利用ください。

はて？？ どこかで聞いたような名前。
３０年もむかし・・・甲西町町長、山梨県県議会議員など
を務める。
ふるさと文庫の岩崎正吾小説教室に通って１０年間勉強。
その後、児童小説『白檀の茂る寺』でやまなし県民文化祭
優秀賞、
『赤い大地―満州豊村』で中村星湖文学賞特別賞を
受賞される。日本三大堰といわれる｢徳島堰｣の取材をされ、
近く『富士川舟運』を発刊予定。

『赤い大地』執筆にあたり、満州開拓団集団自爆事件の取材で訪れた方々は、
ほとんど９０歳に近く、亡くなられた人も多くなりました。
すみのくらりょうい

「富士川舟運」を開いた角 倉 了 以 の事跡も忘れ去られようとしていますが、
京都の高瀬川とともに戦国から泰平の世へと日本の中世を開いた治水利水大工
事のさきがけとなった仕事です。後世に残したいと思い筆を執り、やっと出版
にこぎつけることができました。
徳島堰は、日本三大堰といわれています。流域の取材調査を始めてから１０
年ほど経ちますが、郷土史発掘のため、さらに続けたいと思っております。
～地域の皆さまのお役に立てる図書館をめざして～
櫛形図書館(055-280-3300) 櫛形図書館芦安分館(055-282-7285) 白根桃源図書館(055-284-6010)
八田ふれあい図書館(055-285-5010) わかくさ図書館 (055-283-1501) 甲西図書館(055-282-7291)

多くの皆さまにご利用いただき、ありがとうございます。2010 年度の図書館
で人気の本や雑誌、また、催し物の参加人数をお知らせします。

●貸出ベスト（一般書）

●貸出ベスト（児童書）

１． 新参者（東野圭吾）
２． 告白（湊かなえ）
３． 赤い指（東野圭吾）
４． カッコウの卵は誰のもの（東野圭吾）
５． 夜行観覧車（湊かなえ）
６． 白夜行（東野圭吾）
７． 小暮写真館（宮部みゆき）
８． さまよう刃（東野圭吾）
９． 嘘をもうひとつだけ（東野圭吾）
聖女の救済（東野圭吾）

１． ぐりとぐら（中川李枝子）
２． ぐりとぐらのかいすいよく（なかがわ りえこ）
はらぺこあおむし（エリックカール）
４．バムとケロのさむいあさ（島田ゆか）
５．ミッケ！３.クリスマス（ウォルター・ウィック）
６． わたしのワンピース（にしまきかやこ）
７． ぐりとぐらのえんそく（なかがわ りえこ）
１００かいだてのいえ（いわい としお）
ミッケ！８.がっこう（ウォルター・ウィック）
10．へんしんとびばこ（あきやま ただし）

● 催し物の参加人数（延べ人数）

●予約ベスト

大人対象催し物
図書館講演会（上野千鶴子氏）
秋のひととき朗読会（１回）
名作映画会（2 回）
朗読会（各館）
（11 回）
読み聞かせ講座（全３回）
朗読入門講座（全５回）
シニア講座（4 回）
図書館教養講座（３回）
各種講座（農業,環境,絵本講座）
福祉施設慰問 等
手袋人形づくり

１．１Ｑ８４ ＢＯＯＫ３
２．もし高校野球の女子マネージャーがドラッカ
ーの『マネジメント』を読んだら
３．夜行観覧車
４．告白
５．小暮写眞館
６．プラチナデータ
７．往復書簡
８．１Ｑ８４ ＢＯＯＫ１
９．悪の教典 上
10．１Ｑ８４ ＢＯＯＫ２
謎解きはディナーのあとで

子ども対象催し物
ブックスタート（年２４回）
子ども読書フェスタ（２日間）
クリスマス会（２会場）
春の子ども読書まつり（各館）
定例おはなし会
映画会（10 回）
工作教室・科学実験（２6 回）
読書感想文おたすけ隊（3 回）
詩を楽しむ会（３回）
出前・来館 おはなし会
親子手づくり絵本教室（全３回）
凧づくり教室
子ども俳句教室（全２回）

308 人
120 人
125 人
296 人
29 人
57 人
47 人
58 人
71 人
350 人
10 人

610 人
255 人
540 人
316 人
３,417 人
856 人
523 人
46 人
36 人
1,99１人
90 人
70 人
29 人

●雑誌タイトル別ベスト
１．オレンジページ
２．エッセ
３．クロワッサン
４．婦人公論
５．NHK きょうの料理
６．こどものとも 0.1.2
７．レタスクラブ
８．天然生活
９．Hanako
10．コットンタイム

●おはなし会

●図書館講演会

それぞれの図書館でおはなし会を
おこなっています。定例のおはなし
会のほかにも依頼があれば、図書館
に来た団体におはなし会をおこな
います。

毎年、著名な方の講演会をおこ
なっています。昨年は、
『おひと
りさまの老後』で有名な上野千
鶴子氏をお呼びしました。今年
はどなたのお話が聴けるでしょ
うか。お楽しみに！

地域に根ざした図書館の充実
南アルプス市立図書館長

●工作教室
夏休みやおはなし会の時の工
作など、それぞれの図書館で
工作教室をおこないます。
「エ
コ工作」｢七夕飾りづくり｣な
どもあります。

●秋のひととき朗読会
市内の各地域で活躍されている
朗読ボランティアグループが、
一堂に会して朗読会をおこない
ます。多くの皆さまのお越しを
お待ちしております。

深澤

知恵美

若葉の芽吹きが美しい快い季節となりました。
南アルプス市立図書館としてスタートしてから、「より身近な図書館をめざして」ご
尽力された齊藤館長が、この３月末で退職されました。永年のご活躍に感謝お礼申しあ
げます。
後任として、図書館の仕事をさせていただくことになりました。図書館の仕事は、初
めてであり、至らぬことがあるかと思いますが、市民の皆さまのご協力をいただきなが
ら、地域に根ざした図書館の充実に努めてまいりたいと思います。
さて、現在、市内の各図書館では、盛りだくさんの事業（おはなし会・読み聞かせ活
動・ボランティア育成講座・ブックスタート・朗読会等）が開催されています。その中
では、大勢の地域ボランティアの皆さんにも協力をいただいております。また、パソコ
ンや携帯電話から本の予約ができ、メールマガジンの配信もおこなっております。昨年
は、新しい試みとして、雑誌の予約が可能になりました。今後、ますます多様化するニ
ーズに対応できるように、サービスの充実を図っていくことが大事だと考えています。
特に今年度は、平成１８年度策定した「南アルプス市子どもの読書推進計画」が５ヶ年
経過し見直しの時期になっております。昨年実施しました「子どもの読書活動に関する
アンケート調査」を参考にし、計画を進めていきたいと思っています。
最後に、南アルプス市立図書館が地域の皆様の身近な存在となること、人と人とのふ
れあいの場や学びの場となることを目指していきたいと考えています。

●クリスマス会
市内２ヶ所でクリスマス会
をおこないます。盛りだく
さんの内容で、楽しいひと
時になるよう計画します。

●おはなし会
出前サービス
保育所や小学校、福祉施設な
どへ出向いて、おはなし会を
おこなっています。安藤家住
宅でも計画しています。

●映画会
名作映画や子ども
向け映画を上映し
ます。

●春の読書まつり
それぞれの図書館で、春の読書まつりを
計画しています。おはなし会や工作、ブ
ックリサイクル市など、盛りだくさんで
す。お楽しみに！

●子ども読書フェスタ

●朗読会
それぞれの図書館で、地域の朗
読ボランティアの皆さまが出
演する朗読会をおこなってい
ます。ゆったりとした朗読の世
界をお楽しみください。

昨年は、
「きむらゆういち氏の絵本ライ
ブ」
「工作教室」
「おはなし会」
「人形劇」
「子どもたちの作品展示」など、盛り
だくさんの２日間でした。今年も楽し
い２日間になるように計画します。

●詩を楽しむ会
小学生を対象とし、詩を声に
出して読んだり作ったりし
て楽しみます。

●朗読入門講座
発音と発声、アクセント
の基礎から、詩、エッセ
イ、小説などを朗読する
まで、声に出して読む楽
しさを学びます。

★

●講座
それぞれの図書館の特色をいかし
た講座を開催しています。農業講
座、福祉講座、環境講座、図書館教
養講座、絵本講座など、さまざまな
講座を計画しています。

●ブックスタート
４ヶ月健診のお子さんに絵本の
プレゼントと、図書館の利用方法
の説明やミニおはなし会をおこ
なっています。

●感想文おたすけ隊

●だいすきな本募集

夏休みに感想文の書き
方教室をおこないます。

小学生を中心に「だいす
きな本」の紹介を募集し
ます。

●子ども
俳句教室
子どものための俳
句入門教室です。

●読み聞かせ講座
絵本の読み聞かせの意義
や本選びのコツなどを学
びます。

●シニア講座
「新聞で作るエコバッ
グ」「冬を彩る折り紙」
など、50 歳以上を対象
とした講座です。

●夏休み人形劇

●親子手づくり
絵本教室

「劇団ちちんぷいぷい」
による人形劇です。

親子で世界に一冊だけ
の本を作ります。

南アルプス市立図書館では、さまざまな催しを計画しています。詳しくは、広報南アルプスや事前に配布されるチラシ・ポスターをご覧ください。

