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津市図書館
〈芸濃図書館〉

2008 『服部美法さんと上平川侑里さん講演会』
９.７

●自作の絵本の読み聞かせとキーボードによる演奏

おもな内容

シリーズ図書館活用法（7）
シリーズ図書館の仕事（5）
レファレンス事例集
知ろう私たちの郷土
〈久居ふるさと文学館〉

2009 『荒井良二さん講演会』
１.18
★ぼくの絵本の窓から

〈津図書館〉

2009 『川端誠さん講演会』
２.１

■自作絵本の開き読みと講演
「絵本とともに旅をして」

いろんな、講座が
開催されてます。
ご参加ください。

〈一志図書館〉

2009 『いわむらかずおさん講演会』
２.15
◆絵本と自然と子ども

津市図書館ホームページ
http://www.tosyo.city.tsu.mie.jp
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シリーズ 図書館活用法（7）
自分で本が調べられます
館内OPAC
って何

図書館へ行くと必ず「OPAC」と呼ばれるパソコンが置いてあります。
「使ったけれど、なんだか上手に調べられなかった」という方や、
「とりあえず、図書館の人に聞いた方が
早いし…」という方もみえるかもしれません。OPACもパソコンです。パソコンは便利なようで融通がきかな
いけれど、ちょっとのコツを覚えたら、読みたい本への近道になること間違いなし！まずはOPACの前に座っ
てみてくださいね。（※津市図書館ＨＰの資料検索でも、同じ『コツ』でお調べいただけます）

第1ステップ
自信のない本の名前よりも、自信のある言葉や作者でリサーチ！
例えば…
Ｑ．何年か前に直木賞をとった三浦なんとかさん。本の名前は「まほろ駅前便利？？」
こんな時、あなたならどう検索しますか？
タイトルに「まほろ駅前便利」と入力しますか？うぅん…出てきません。それとも責任表示
（＝著者等の表示は館によって異なります）に「三浦」と入れますか？
図書館には作者が「三浦」さんという本がたくさんあります。その一覧の中から見つけるのは
大変！！
そこで…タイトルに「まほろえき（駅）
」責任表示に「みうら（三浦）
」と入れて検索しました。
Ａ．「まほろ駅前多田便利軒」 三浦しをん／作がHITしました。

第2ステップ
ある分野の本を探したいときは「一般件名」や「件名」を使い倒すべし！
例えば…
Ｑ．ダイエットについての本が見たいけれど。そんな時、あなたならどう検索しますか？
タイトルに「ダイエット」といれてみる？小説なんかも出てきたり、家計や省エネの本も出て
くるみたい。ずばり「痩せる」本はどう探す？
そこで…タイトルに「だいえっと（ダイエット）
」そして「一般件名」
「件名」の
欄に「びよう（美容）
」や「しんぽう（身法）
」などを入れて検索します。もしか
して、
「○○ダイエット」の場合、タイトルに「ダイエット」で件名に「○○」
と入れても効果的です。
Ａ．
「新お茶碗方式ダイエット」「寺門琢己の簡単！即効！元祖・骨盤ダイエット満足度200％」など
…あなたにぴったりの本をどうぞ。
＊そのほか「個人件名」や「件名」には特定の個人の名前を入れて検索すると、タイトル等に名前の
入っていない本も見つける事ができます。
「藤堂高虎」→「主を七人替え候」
「虎の城」上・下など
お探しの本がみつかったら、館内OPACではレシートを印刷できる館もあります。レシー
トにも「貸出中」「持禁」「予約別置」
「書庫」
「開架」など本の場所や状態を示すキーワード
がいっぱい。見つからない時はお気軽に声をおかけくださいね。
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シリーズ 図書館の仕事（5）

資料

を利用していただくために
書架整理（返本）は大事な仕事です

図書館の資料は配架する場所が決まっています。また、資料の背表紙についている請求記
号（資料の内容によって決められている分類番号や著者を表す記号等）がついており、それ
によって配架する場所が決まっています。決められた場所にあることで、同じ分野の資料を
見ることが出来、必要な資料を手にすることが出来ます。他の場所に返却されたり紛れ込ん
でしまったら、たとえ所蔵していても資料にたどりつく事は出来ません。ですからとっても
大切な図書館の仕事！また、気持ちよく利用していただくために、並べ方にも配慮して整理
をしています。

＜返却された資料の整理や書架整理の様子を簡単にご紹介します＞
○資料が返却されたら……

コンピュータで返却処理をします

要チェック!
＊返却処理の確認をしっかりとしましたか
＊資料に何か挟まっていませんか、
＊汚れや落書きなどの汚破損資料はありませんか
＊予約は入っていませんか

○資料を書架へもどします

要チェック!!
＊タイトルが見やすいようにきれいに並んでいますか
＊迷子になっている資料はありませんか
＊傷んでいる資料はありませんか
＊棚の奥に潜んでいる資料を発見!! することも。
★資料を置いたり返本用に利用するブックトラック。
輪がついていて動きます。上に乗ったりもたれ
たりすると危険です。ご注意ください。

○書架を見て参考にします

情報キャッチ!!
＊最近よく利用される資料の動向がわかります
＊資料が探しにくくなっている分野があれば、見出しをつける準備をします。
＊内容が古くなった資料が並んでいたら買い替えの準備をします。
＊不要な資料は書庫へ入れて、魅力的な書架づくりをします

資料をお探し中にご迷惑をおかけしますが・
・
・
資料をあるべき場所に戻すために、開館中に返本作業や書架整理をさせていただいてお
ります。ご迷惑をおかけすることもありますがご協力お願いいたします。また、わからな
いことがありましたら、返本中の図書館職員にもお気軽に声をかけてください。
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毎日の生活のなかでの疑問や、調査・研究のための調べ物のお手伝いをします

番外編
2008年は藤堂高虎公入府400年で、各地で様々な催しが開催され市民の皆さんの関
心も高まり、図書館でも「藤堂高虎について調べたい」「高虎の家臣の○○氏について
調べたい」
「津城の写真が見たい」などのレファレンスが多くありました。また藤堂高虎
を主人公にした小説も多く利用されました。そこで所蔵資料の一部をご紹介しましょう。
＊所蔵については市内いづれかの図書館で所蔵している資料になります。また、郷土の貴重な資料のため、
貸出できない資料もありますが、いつでも閲覧は可能です。

2008年出版された本は
・高虎さんのはなし
・高虎俳句と芭蕉
・実伝藤堂高虎
・藤堂高虎文書集
・わかりやすい藤堂高虎公遺訓二百カ条
現代語訳と解説

西田久光
光野蕉庵及道
西山光正／訳・編
福井健二／編

津市教育委員会
藤堂高虎入府四百年記念俳句会
伊藤印刷
伊賀文化産業協会

289
913
289
289

椋本千江／編

ときめき高虎会

289
など

藤堂高虎をモデルにした小説は
・虎の城 上下
・主を七人替え候 藤堂高虎の復権
・藤堂高虎 秀吉と家康が惚れ込んだ男
・二番手を行ききる哲学
・藤堂高虎

火坂雅志
羽生道英
羽生道英
童門冬ニ
横山高治

祥伝社
幻冬舎
PHP研究所
青春出版社
創元社

Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
など

小説のほかにも
・藤堂藩の足跡
・藤堂高虎文書の研究
・津藩
・江戸時代の設計者
・藤堂藩のお殿さま
・藤堂高虎・藤堂藩ゆかりの地を訪ねて
・ふじの生涯 巷説藤堂高虎物語
・高山公実録 藤堂高虎伝 上下
・津のほん 33
・津市史

藤堂藩五日会編集員会／編・発行
久保文武
深谷克己
藤田達生
椋本千江
西田 光正／編・発行
七里亀之助
上野市古文献刊行会・編
津のほんの会
梅原三千／執筆

清文堂出版
吉川弘文館
講談社

夕刊新伊勢新聞社
上野市立図書館
三重タイムズ出版部
津市役所

231
289
231
289
231
231
289
289
231
231
など

郷土の貴重な資料です。今後も収集に努めて生きたいと思いますので、出版情報等のご協力
お願いいたします。

図 書 館 員 の ひ と り ご と
「ちょっと待ったその修理!!」
図書館の本は市の財産であり、
みんなの宝。大切に美しく使って
ほしいと思います。
「すみません、子どもがちょっ
と絵本をやぶいちゃいまして…」
見れば、端っこが少し取れそうに
なっています。こんなときはその
ままお持ちいただくのが何より。
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自宅のセロハンテープで即席修理
をしていただくのはご法度。ここ
ぞ修理の達人の出番。修理専用の
テープや糊で、痛んだ本が美しく
蘇ると達人も我ながらうっとり。
しかし、修理の方法がないのが
悲しき水漏れ。雨の日や、家の中
での湿気には要注意です。また、
最初からの汚破損も見つけられま
したら教えていただけるとありが

たいです。
しかし、修理不能や紛失本などは、
心を鬼にして弁償をお願いするこ
とになります。
当然、たくさんの方に読んでい
ただく本は古くなります。出来る
だけ気持ちよく本を読んでいただ
きたいと、修理の腕を磨いていま
すが、達人の出番はないのが一
番かも。

郷土史の原典桐

橋 本 文 庫 の 絵 葉 書（1）
津市津図書館所蔵の特殊コレクション橋本文庫に
は、地図・近代の教科書・古典籍などの他に葉書も
含まれている。合計6,631枚。年賀状などの来翰の
葉書と、趣味として収集された未使用の絵葉書に大
のぶ しげ
別される。後者については、橋本家三代橋本 信 重
（清助）による収集とみられる。橋本信重（1857〜
1924）は、家業である醤油製造業の傍ら、津市の市
議会長（大正10年４月〜13年10月）・副議長などを
務めた。さらに全国醤油同業組合初代組合長・津商
工会議所二代目会頭なども兼任した人物である。
さて、葉書は、来翰の一部を除いてほぼ戦前のも
のである。量的に大きく五つに分類できる。以下、
今少し内容を詳しく見ていきたい。
１ 名所・風景絵葉書（3,337枚）
２ 美術展覧会絵葉書（823枚）
３ 日露戦争陣中絵葉書（238枚）
４ 年賀状（1,096枚）
５ その他（1,137枚）
１の「名所・風景絵葉書」は、北海道から鹿児島
までの名所・史跡などを写真に撮った市販の絵葉書。
若干海外のものも含んでいる。県別ではやはり地元
三重県内の葉書が多く、合計677枚。そのうち旧津
市内のものは290枚である。例えば津観音（写真）
・
岩田川（写真）・阿漕塚・偕楽公園・専修寺などが、
モノクロ写真で写されており、戦前の様相をよく伝
えている。
２の「美術展覧会絵葉書」は、美術展覧会への出
展作品を写真撮影して絵葉書にしたものである。例
えば、文部省美術展覧会・第一回二科展・日本美術
院展覧会・平和記念東京博覧会美術館・帝国美術院
かぶら ぎ きよ かた
美術展覧会などへの出展作品である。 鏑 木清方「か
うえ むら しょう えん
ろきつかれ」
（文−40）
・上村 松 園「花がたみ」
（文
しも むら かん ざん
２−78）・下 村 観 山「楠公」（日美−21）などが見
られる。
３の「日露戦争陣中絵葉書」は、日露戦争に従軍
した兵士からの受取葉書である。文面の一端をみる
ご
い もん じょう
あずか かたじけなくはいけん
と、「御慰問状ニ預リ忝 拝 見…」（露１−53）・
「先
般はご厚情なる慰問袋を寄せられ…」（露１−73）・
かたじけ
ありがたくぞんじたてまつりそうろう
「毎度ながらお見舞いを 辱 なく 難 有 奉 存 候 」（露

中川

豊

１−75）などと見え、慰問状や慰問袋に対する礼状
であることがわかる。差出の兵士は津の第三十三聯
隊に所属なので、津出身の出征兵士を物質的に援助
していたとしれる。清助の社会的立場が、あるいは
このような行為に結びついたのかもしれないという
点を視野に入れておく必要があろう。
４の「年賀状」は、明治34年から昭和43年の68
年間に橋本家にもたらされたものである。宛名は
「橋本清助」が多いのであるが、代々橋本家の当主
は「清助」を襲名しているので、何代「清助」への
ものか判然としないものもある。
５の「その他」には、明治天皇の大喪の礼・大正
天皇の即位の絵葉書、明治大正期の風俗画、産業博
覧会の記念絵葉書などが含まれている。
現在、図書館ではこれらの絵葉書の目録化を進め
ている。このうち１「名所・風景絵葉書」の三重県
内の絵葉書については近時、館内閲覧用ではあるが
目録化された。図書館のレファレンス室のカウン
ターに申し出ていただければ、現物の閲覧が可能で
ある。普段、私たちが目にしている市内の風景のか
つての姿を垣間見ることができる。

津観音

岩田川
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休館日・開館時間などの ご 案 内
下記の休館日のほかに特別整理期間（年１回、14日以内）や、臨時
に休館することがあります。詳しくは、各館の図書館カレンダーや図
書館たいむず、津市図書館ホームページなどをご覧ください。
津市図書館ホームページ （http://www.tosyo.city.tsu.mie.jp）

館

名

津図書館
西丸之内23-1 津リージョンプラザ内
TEL 229-3321

久居ふるさと文学館
久居東鷹跡町２−３
TEL 254-0011

ポルタひさいふれあい図書室
久居新町3006ポルタひさいふれあいセンター内
TEL 254-0464

河芸図書館
河芸町浜田782
TEL 245-5300

芸濃図書館
芸濃町椋本6824 津市芸濃総合文化センター内
TEL 265-6004

美里図書館
美里町三郷51-3
TEL 279-8122

津市美里文化センター内

安濃図書館
安濃町東観音寺418
TEL 268-5822

津市サンヒルズ安濃内

きらめき図書館
香良洲町2167 津市サンデルタ香良洲内
TEL 292-4191

一志図書館
一志町井関1792 津市とことめの里一志内
TEL 295-0116

うぐいす図書館
白山町二本木1139-2 津市白山総合文化センター内
TEL 262-5000

美杉図書室
美杉町八知5828-1 津市美杉総合開発センター内
TEL 272-8092

開館時間

休

館

日

平日
９：00〜19：00
土・日曜日
９：00〜17：00

火曜日
祝・休日
毎月最終木曜日
12月28日〜１月４日

平日
９：00〜18：00
土・日曜日
９：00〜17：00

火曜日（祝・休日にあたるときは、その翌日）
祝・休日
毎月最終木曜日（祝・休日にあたるときは、その翌日）
12月28日〜１月４日

平日
10：00〜21：00
土・日曜日、祝・休日
10：00〜18：00

12月29日〜１月３日

10：00〜18：00

火曜日（祝・休日にあたるときは、その翌日）
祝・休日（土・日曜日にあたるときを除く）
毎月最終木曜日（祝・休日にあたるときは、その翌日）
12月28日〜１月４日

９：00〜17：00

火曜日（祝・休日にあたるときは、その翌日）
毎月最終木曜日（祝・休日にあたるときを除く）
12月28日〜１月４日

９：00〜17：00

火曜日
祝・休日
毎月最終木曜日
12月28日〜１月４日

10：00〜18：00

火曜日
毎月最終木曜日
12月28日〜１月４日

9：00〜17：00
（７・８月の平日は
18：00まで）

火曜日
祝・休日（土・日曜日にあたるときを除く）
毎月最終木曜日
12月28日〜１月４日

10：00〜18：00
（７・８月の平日は
19：00まで）

火曜日（祝・休日にあたるときは、その翌日）
祝・休日
毎月最終木曜日（祝・休日にあたるときは、その翌日）
12月28日〜１月４日

平日
10：00〜19：00
土・日曜日
９：00〜17：00

火曜日（祝・休日にあたるときは、その翌日）
祝・休日
毎月最終木曜日
12月28日〜１月４日

９：00〜16：30

土・日曜日
祝・休日
12月28日〜１月４日

※上の表中「祝・休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいいます。

本の返却は期限内に
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ようこそ図書館へ

第６号

発行日／平成21年４月１日 編集及び発行／津市教育委員会 津市津図書館
三重県津市西丸之内23番１号 津リージョンプラザ内 TEL
（059）
229−3321

