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おもな内容

P２…2010年は国民読書年
P４…レファレンス事例集
P５…知ろう私たちの郷土
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●【重要なお知らせ】
久居ふるさと文学館、ポルタ久居ふれあい図書室、
河芸図書館の図書カードは、平成22年12月１日から
使用できなくなります。新しいカードへの変更手続
きは、
12月１日から市内の図書館
（室）
でお願いします。

津市図書館ホームページ
http://www.tosyo.city.tsu.mie.jp
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─ 図書館は、素敵な本との出会いを応援します。─
平成20年６月の国会決議により、2010年を「国民読書年」とすることが定められ、国民の読書意識向上の
ため政官民が協力し、国をあげてあらゆる努力を重ねていくことが宣言されました。
図書館は教養や趣味、また生活や職業上など様々な面で、あらゆる年代の方に利用していただけるよう幅
広い資料を収集して、市民の皆さんの読書活動を支援するよう環境づくりに努めています。平成21年度の津
市図書館の蔵書数は102万1,549冊、貸出しは本・ＡＶ資料を含め137万3,480点、そのほか館内での閲覧もあり
多くの方にご利用いただきました。今後もたくさんのご利用をお待ちしております。

今回の特集は、図書館職員のおすすめ本

子どもたちの遺言
谷川俊太郎／ 詩
田淵 章三／写真
佼成出版社

マイロの
ふしぎな冒険

ノートン・ジャスター／著
ＰＨＰ研究所

オオカミグーの
はずかしいひみつ
きむら ゆういち／作
みやにし たつや／絵
童心社

岩崎弥太郎
小西
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聖一／著
理論社

大人よりもまだ死からはるかに遠い子どもが大人に向かって遺
言するという発想から生まれた詩集。意識の奥底の言葉になって
いない心の声が、生まれたばかりの赤ちゃんから、成人式を迎え
た若者まで、生き生きとした子どもたちの姿を撮った写真ととも
に、語りかけてくる感じがします。

マイロは何をしたいのかわからない、何をやってもつまらない
男の子。そんなマイロが、ふしぎな荷物を送られてきたことから、
時の番犬やペテン虫と旅に出ます。わくわくどきどきのいろんな
冒険をして、マイロはとても大切なものを見つけます。ほんとう
はここに大切なものがなにかを書きたいのですが、これはぜひ読
んでマイロといっしょに見つけていただきたいなと思います。
子どもだけでなく大人も楽しめる児童書です。

グーには、人に言えないはずかしいひみつ
がありました。それは・・・。
絵本ですが 大人の方に是非読んでいただ
きたい１冊です。「海より深い母の愛」を再
認識することまちがいなし。涙があふれだす
方もいるかもしれません。
「あらしのよるに」でおなじみのきむらゆ
ういちさんの世界を楽しめる作品です。

この世をさってから一世紀以上も経て、岩崎弥太郎はいま、超
有名人としてブームをまきおこしています。坂本龍馬の「世界の
海援隊をやりたい」という思いは、弥太郎によって実現された。
失敗を恐れず、自分を信じて進み、夢にたどりついたのでしょう。

ひでこ／作
理論社

主人公ソフィの植物図鑑がバラバラになってしまった。大切な
私の本どうしたら・・・、町の人が教えてくれた「ルリユールお
じさん」の工房を探し当て、本を直してもらいます。本が修復さ
れ蘇っていく工程とともに、おじさんの人生も描かれています。
水彩で描かれたやさしい絵としっかりしたストーリー、おじさん
と少女の会話は静かだけれど、心に響いてきて心地よい感動につ
つまれます。

高橋 順子／ 文
佐藤 秀明／写真
小学館

目に見えない「風」を見つめて書かれたこの本は、日本人と風
の関わりの深さを感じさせてくれます。季節や吹く場所などによ
って異なる風の名前が美しい写真や詩・エッセイと共に紹介され
ていきます。それらは柔らかい風のように心に触れ染み込んでく
るようです。「今吹く風の名前は？」読み終えたときにそう思う
人も少なくないでしょう。

ルリユールおじさん

いせ

風の名前

れんげ野原の
まんなかで
森谷

明子／著
東京創元社

光と影の詩人
〜藤城清治の世界〜
平凡社

木を植えた男

ジャン・ジオノ／著
あすなろ書房

図書館の仕事には、ミステリーがあふれている？！ススキばか
りがおいしげる斜面に建てられた秋庭市立図書館。新米司書の文
子が出会う、本や図書館に関する悲喜こもごもの事件たち。図書
館好きなら、うなずけるあるあるネタ満載のミステリー小説です。
本が好き、図書館が好きな方にお勧めの１冊。

藤城清治と聞いて、どんな人かぱっと浮かぶ人は少ないかもし
れませんが、影絵の作品をひと目みれば、大体の人が目にしたこ
とがあるのではないかと思います。雑誌「暮しの手帳」の表紙も
飾っていた絵といえば分かる方もいらっしゃるでしょう。この本
は10年前の本ですが、彼独特の美しい影絵の世界と気の遠くな
るような制作過程が美しい写真とともに紹介されています。

南フランスの高地プロヴァンス地方の草木もまばらな荒れ地に、
毎日毎日一生涯をかけて木を植え続け、木から林へそして森に甦
らせた羊飼いの男の物語です。
ひとつの目的に向かって日々努力を続ける
ことのすばらしさと思いがけない結末。
人が孤独と向き合うひたむきさや、見返り
を求めない献身的なおおきな愛が心に届くこ
とでしょう。
環境問題を難しく考える以前に、是非一読
されては、いかがでしょうか？

楽しい本との出会いは、津市図書館で！
！
3

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

児童サービス編
みなさんの調べもののお手伝いをするのも図書館の仕事のひとつ。今回は子ど
もたちの調べものや、大人の方からいただく、子どもの本についての問い合わせ
の事例を紹介します。

こんなときにオススメは？
楽しみながら、歯みがきの習慣を身
につけられる絵本はないですか？

A
nswer

楽しく歯をみがく様子の絵本や、なぜ
歯みがきをするのかを伝える本として、
次の絵本を紹介しました。

『はみがきごっこ』
きむらゆういち／作 佼成出版社
『わにさんどきっ はいしゃさんどきっ』
五味太郎／作・絵 偕成社
『はははのはなし』
加古里子／文・絵 福音館書店

犬の後ろに何かがいて、その後ろに何
かがいて、その後ろに何かがいて…と
続いていく絵本を見たい。前に借りた
けれど題名を忘れてしまって…。

赤ちゃんが生まれて、お姉ちゃん
になる子（３歳）に贈る、よい絵
本はないですか？

A 『わたしはおねえちゃん』
nswer

荒井良二／作・絵 アスク講談社
『ノンタンいもうといいな』
キヨノサチコ／作・絵 偕成社
『はるちゃん、ね』
さいとうしのぶ／作・絵
ひさかたチャイルド

など、 お姉ちゃんになるんだよ、赤ちゃんを
大事にしてあげてね という想いが伝わるよ
うな絵本を紹介。

「中水道」のしくみについて知りたい。

まず「中水道」の意味を確認。
A 『広辞苑第６版』
（岩波書店）
nswer

A
nswer

内容から『うしろにいるのだあれ』とい
う絵本と思われたので、確認していた
だいたらこの本でよいとのこと。シリ
ーズで何冊かあったのでそちらも紹介
しました。

『うしろにいるのだあれ』
『うしろにいるのだあれ（みずべのなかま）』
『うしろにいるのだあれ（のはらのともだち）』
『うしろにいるのだあれ（うみのなかまたち）』
ふくだとしお／作 新風舎

4

『国語大辞典』（小学館）
によると、中水道は水道の一種で、飲
用には不適だが、洗浄や散水などの雑
用に再利用するために浄化した水を供
給する設備とのこと。
水道の一種であることと、水の再利用という
キーワードから、関連の本がある【分類51】
の棚をチェック。次の本に、中水道の説明や
しくみの図解が載っていました。
『環境とリサイクル11：水のリサイクル』
（新版）本間正樹／文 小峰書店

郷土史の原典勤

しょう

ゆ

てん

橋本醤油店と歴代当主（2）
のぶ しげ

なお

じ

前号の（１）を受けて、引き続き橋本信重、直治
ろう

けん

じ

中川

おく づけ

い（写真）
。奥付によると

ろう

郎、兼二郎の三人の事蹟を述べていきたい。前回同

明治35年（1902）、兼二

のぶ かた

へん しゅう けん はっ こう にん

様、現橋本家の御当主である橋本信賢氏の言による

郎が「編 輯 兼発行人」と

ところが多い。

なり非売品として発刊し

信重（三代清助）

ている。近代活字による

服部英雄編『三重県紳士録』
（大正４年刊）より信
重について記された部分を抜粋する。
はん

しば しば

いる。序文執筆者の橋本

おい

到る所に称賛せられ屡々品評会展覧会に於て受
た

は全詠者の略伝を付して

ろ

志ざし、改良に努め大いに販路を拡張して県下
しょう さん

洋 装 本。詠 者 は100名。
歌数は全291首。巻末に

清助君は醤油製造業を営む。多年業務の発展に
いた

豊

信房（同じく信重弟）に

だい

賞す。君、多大の名望を有し市会議員に挙げら
たび たび

その ふく

よると、津には古来より

ぎ ちょう

るゝこと度々にして其副議長たり。以て市政の

歌人がいないと人から言

こう けん

へん しゅう

発展に貢献す。又君銀行会社の重役として経済

ばっ ぶん

われたのが編輯のきっかけであった。跋文から信房

じん りょく だい

へん しゅう

界の発達に 尽 力 大 なるものあり。市民君を尊
よう

草蔭和歌集

も兼二郎とともに編輯に携わったと目される。兼二

い

しゅう

重すること容易ならず。（句読点・振り仮名は筆

郎は、歴史にも関心を持っていたようで、雑誌「 集

者による）

古」の正会員である（第五号巻末の会員名簿による）
。

こ

こっ とう

信重は家業のかたわら津市の市議会議長（大正10

集古会は古書、骨董など好古趣味の会で、雑誌「集

年４月〜13年10月）
・副議長を務め、全国醤油同業

古」を発刊した。橋本文庫には「集古」も収蔵され

けん

組合初代組合長、津商工会議所二代目会頭なども兼

ているが（20−12〜22・20−１〜11）
、兼二郎へ

にん

任した人物である。また、橋本氏によるとはっきり

送られてきたものであろう。

したことは不明ながら、いずれかの宗教団体に与し
くさ かげ ぞう

ところで橋本文庫の資料は彼らの関心や趣味に関

し

ていたという。『草 蔭 冊 子』（第八集 26頁）には

わる購入資料で構成されているかというと、必ずし

「
（橋本清助）は仏教篤信の聞え高かりし故…」とあ

もそうではない。業務上、生活上、必然的にもたら

り、その言を裏付けている。さらに銀行会社の重役

されたと考えられる資料なども混在している。すな

も兼ねていたようである。市議会議員をはじめ、地

わち『伊勢織物同業組合統計一班』
（L50−２）
『〔伊

主としての立場（前回記述）、家業など多忙な日常が

藤小左衛門〕創業百年史』（L50−３〜５）
『醤油醸

推測される。安政４年（1857）生まれであるので、

造講習会筆記』
（L50−７）といった業務上の繋がり

維新を12歳で迎えている。

から無料で受け取ったと思しき資料や『高等女学校

直治郎（四代清助）

国 語 読 本』
（37−24〜32）『小学算術書』
（37−33

とう けい いっ ぱん

こく

ご

とく ほん

よう きょく

謡曲が趣味で、家の二階に舞台を作成し、師匠を

〜34）など戦前の使用済みの教科書、幕末明治期の

招いて自ら舞うという熱の入れようであった。また、 「
〔小屋掛〕狂言芝居番付」（L76−１）「
〔津城下興
しょう

お

に

笙の演奏にも通じており、近所の小丹神社
（式内社）
の

行〕大相撲番付」
（L76−２〜５）といった芝居・相

祭礼の際には、演奏を率先して引き受けたという。橋

撲興行の一枚刷り、
『生島氏所蔵品 入 札目録』
（70−

こう ぎょう

いち まい

ず

にゅう さつ もく ろく

（70−61〜63）な
本文庫の蔵書のうち謡曲関係は彼による収集という。 64）『大阪某氏所蔵品入札目録』
どの売り立て目録などである。

兼二郎（信重弟）
ぶん きゅう

『三重県紳士録』によると文 久 ２年（1862）生ま
し

せん しゅう

くさ かげ

わ

橋本文庫は、ほぼ三代信重の収集にかかり、四代

か しゅう

れ。彼の重要な功績として私撰 集『草蔭和歌集』
（橋

直治郎による謡曲関係資料と、一族におのずともた

本文庫L91.１−31）の編纂を見逃すわけにはいかな

らされた資料などが渾然となり形成されている。

こん ぜん
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休館日・開館時間などの ご 案 内
館

名

津図書館
西丸之内23-1
 229-3321

津リージョンプラザ内

久居ふるさと文学館
久居東鷹跡町２−３
 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
 254-0464

河芸図書館
河芸町浜田782
 245-5300

芸濃図書館
芸濃町椋本6824 芸濃総合文化センター内
 265-6004

美里図書館
美里町三郷51-3
TEL 279-8122

美里文化センター内

安濃図書館
安濃町東観音寺418
 268-5822

サンヒルズ安濃内

きらめき図書館
香良洲町2167 サンデルタ香良洲内
 292-4191

一志図書館
一志町井関1792 とことめの里一志内
 295-0116

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

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

※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）

開館時間
平日
９：00〜19：00
土・日曜日、祝・休日
９：00〜17：00
平日
９：00〜18：00
土・日曜日
９：00〜17：00
平日
10：00〜21：00
土・日曜日、祝・休日
９：00〜18：00

休

館

日

火曜日
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）
火曜日
祝・休日（土・日曜日にあたる場合は開館）
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）
火曜日
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）

10：00〜18：00

火曜日
祝・休日（土・日曜日にあたる場合は開館）
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）

９：00〜17：00

火曜日
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）

９：00〜17：00

火曜日
祝・休日（土・日曜日にあたる場合は開館）
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）

10：00〜18：00

火曜日
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）

9：00〜17：00
（７・８月の平日は18：00
まで）
10：00〜18：00
（７・８月の平日は19：00
まで）
平日
10：00〜19：00
土・日曜日
９：00〜17：00
９：00〜16：30

火曜日
祝・休日（土・日曜日にあたる場合は開館）
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）
火曜日
祝・休日（土・日曜日にあたる場合は開館）
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）
火曜日
祝・休日（土・日曜日にあたる場合は開館）
毎月最終木曜日
年末年始（12月28日〜１月４日）
土・日曜日
祝・休日
年末年始（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。

図書館情報システムの統合作業のため休館します
◇河芸図書館…11月 ９ 日
（火）〜30日
（火）
◇久居ふるさと文学館・ポルタ久居ふれあい
図書室・芸濃・美里・安濃・きらめき・一志・
うぐいす図書館・美杉図書室
…11月15日
（月）〜30日（火）
◇津 図 書 館…11月16日
（火）〜30日
（火）

本の返却は期限内に
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各図書館情報システムの全館統合を順次進めています。
統合済みの津・芸濃・美里・安濃・一志・きらめき・う
ぐいす図書館・美杉図書室に加えて、久居ふるさと文学館、
ポルタひさいふれあい図書室、河芸図書館のシステム統
合作業を行うため、この期間を休館とさせていただきます。
■12月からのご利用は・・・
市内のすべての図書館（室）を１枚の図書館カード
で共通利用できます。（１人貸出10冊、貸出期間15日）

ようこそ図書館へ
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