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忠臣蔵の季節です

日本の侍というものが結構魅力的な素材なのか、よほどネタに困ってい

るのか、ハリウッドがついに忠臣蔵を素材にした映画を作ってしまいまし

た。予告編を見る限り、なんだか魑魅魍魎の世界のようですが…。

遠い昔、私が初めてまともに忠臣蔵を見たときに感じたことは、赤穂浪

士よくやった拍手喝さい、というよりも、不幸な事件のために苦難の人生

を送ることになってしまった浅野家、吉良家両家家臣たちはなんと気の毒

なことか、というものでした。その後も忠臣蔵がドラマや映画になったり

するとつい見てしまうのは、勝者のいない争いの物語とでもいうところに

何か悲哀を感じてしまうからなのかもしれません。

討ち入りの後、志士たちが称賛の嵐を浴びた一方で、討ち入りに参加し

なかった旧赤穂藩士たちは、侮蔑され、迫害されてい

くことになります。

井上ひさし作『不忠臣蔵』は、何らかの事情で討ち

入りに参加できなかった、あるいは自分の意思で参加

しなかった 19 人のいわゆる不義の士たちの悲痛な

思いを軽妙な語り口で描いています。

30 年ほど前に書かれた作品ですが、物事は違った

視点からも見なければ本当の姿がわからない、という

ことを改めて教えてくれます。正統的な忠臣蔵に触れ

た後で、ぜひ読んでほしい名作です。

                【西・山田図書館長 山本 和良】

『不忠臣蔵』   タイトルコード：1001210096899
この用紙は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

み りお
★定例のおはなし会【予約なしで参加できる、絵本を読む楽しい会です】

 ちいさいおはなし会“すくすく”（１～３歳と保護者向け）

毎月第２・第４木曜日 12/26

（2014 年）1/9 1/23 2/13 2/27 3/13 3/27

１０：３０～１０：５５

１１：００～１１：２５ （同じ内容で 2 回行います）

 みんなのおはなし会“よむよむ”（４歳～小学生向け）

毎月第１・第４土曜日 12/21

（2014 年）1/18 2/1 2/15 3/1

１１：００～１１：３０

図書館の入口前、集会室へどうぞお越しください♪

★おもちゃ病院

第３日曜日に開いています。（１０：００～１３：００）

（2014 年）1/19 2/16 3/16

おもちゃが壊れてお困りの方は上記の日にちに集会室へお越しくださ

い。原則無料です。（状態により、後日お渡し・部品実費が必要な場合

があります）

☆紙しばいを受入しました☆
『のはらにね』『みみをすませて』『し

ゅつどう！はしごしゃノビールく

ん』『おおきないわがどーん』など

2013 年に新しく刊行された紙し

ばいを始め、22 組を受入しました。

紙しばいは予約も可能です。どうぞ

ご利用ください！
名古屋市図書館９０周年



伊勢神宮 現代に生きる神話

宮沢正明／著，岩淵デボラ／英訳 講談社 ラベル：175

タイトルコード：1000910082961
神宮に魅せられた写真家、宮沢正明氏の写真集。一枚一枚に神々

しさがあふれています。

伊勢神宮と出雲大社

もっと知りたい！ニッポン最高峰の神社

日経ＢＰ社 ラベル：175

タイトルコード：1001310006694
伊勢神宮、出雲大社の創建、正しい詣で方、一大イベント「遷宮」とは

なにかなど、美しい写真とともに紹介しています。

伊勢神宮＆ご利益・開運のスポットへ行こう！

2000 年もの歴史を持ち、「お伊勢さん」の名で親しまれる伊勢神宮。

平成 25 年は第 62 回目の式年遷宮の年でした。式年遷宮とは、一定期間

ごとに社殿を建て替え、神霊を旧社殿から新社殿に遷す儀式のことです。

伊勢神宮では 20 年に一度と定め、

最大のお祭りとして行っています。

8 年をかけ、30 もの行事を重ねて

いきます。

山田図書館では 11/16 から

（Ｈ26）1/16 まで展示コーナー

に本を集めて紹介しています。どうぞご覧ください。

とっておきの旅伊勢神宮  神話と歴史を歩く

神宮巡礼の会／著 メイツ出版 ラベル：175

タイトルコード：1001210126555
伊勢神宮の歴史や見どころ、歳時記、神宮 125 社から周辺の名所を紹

介しています。

全国神社味詣 幸せをよぶ参道グルメガイド

松本滋／著 丸善出版 ラベル：175

タイトルコード：1001110130005
伊勢神宮の赤福餅、出雲大社の割子そばなど、全国の神社で時代

を超えて愛されている食を紹介。食して御神徳（おかげ）をいただ

きましょう。

風水パワースポットＢＯＯＫ ご利益＆開運！

内川あ也／著 新星出版社 ラベル：148

タイトルコード：1001010052671
パワースポットとは、大地のエネルギーがみなぎるところ、神様、

仏様にゆかりのあるところです。全国のパワースポットとご利益を

紹介しています。

伊勢神宮悠久の歴史と祭り（別冊太陽 日本のこころ）

清水潔／監修 平凡社 ラベル：175

タイトルコード：1001310010777
古代から近現代までの歴史や、古儀を守り伝える日々の祈りや大

祭の様子を、多数の写真と図版を用いて解説しています。



いつもご利用いただき、ありがとうございます。最近の当館について簡

単にご報告します。（～11／30）

● 企画展示

● 小学校での読書支援

●中学生の職場体験

●工作教室 とばしてあそぼう！

●西区民まつり

●子育てひろば

●親子でわらべうた

●子育て教室

●ちくちく手づくりの会

●耳で楽しむ冬のおはなし会

最近の山田図書館

9/４～6 浮野小学校 1 年～6 年 なかよし組 （6 コマ）

9/13、19、27 10/4、11、25 大野木小学校

1 年～6 年 たんぽぽ組（18 コマ）

9/26 中小田井小学校 3 年 （3 コマ）

9/28 比良西小学校 1 年 （2 コマ）

山田地区の小学校に児童担当の司書が伺い、本の読み聞かせやブック

トーク（テーマに沿った本の紹介）を行いました。※コマ＝授業数です

図書館出入口正面と”おはなしのへや”横では、テーマに沿った本をご紹

介しています。どうぞご覧ください。

・「昭和は遠くになりにけり（身近な暮らし・こどもの世界）」（10/1

～10/31）

・「ワーグナー ベルディ 生誕 200 年」（10/19～11/14）

・「名古屋市図書館 90 周年」（11/1～11/28）

・「伊勢神宮＆ご利益・開運のスポットへ」（11/16～1/16）

・「絵本のとびら」（11/29～12/28）

・「高畠純の絵本」（児童）（9 月）

・「きつねの本」（児童）（10 月）

・「たべものの本」（児童）（11 月）

１０/１３ 庄内緑地公園で開かれた西区民まつりに西図書館と共に

リサイクル本屋さんとして参加しました。一人 10 冊までリサイクル

本をお渡しし、356 人の方に合計 1894 冊お渡ししました。

１１/９ 4 階講堂にて絵本とおもちゃのコーナーを担当しました。

遊びに来てくれたお母さんとお子さんを読み聞かせでおもてなし♪

しました。

10/12 トイレットペーパーの芯、輪ゴムや

ストローを使って、工作をしました。

１１/2０ 0 歳～1 歳５か月児、1 歳 6 か月～3 歳児に分けて、2

回行いました。あたたかい雰囲気の中、親子でふれあいながら、わら

べうたを楽しんでいただきました。

１１/26 西保健所山田分室にて 8～11 か月のお子さんと保護者を

対象に絵本やわらべうたを楽しんでいただきました。

9/5・6 山田東中学校の 3 年生 3 名が職場体験にみえました。ブッ

クポストに入っている本を回収したり、書架整頓をしたり…。後日お礼状

をいただきましたが、カウンターの仕事、予約の本を探すのが一番印象に

残っているとのこと。また山田図書館に来てくださいね！

１１/２９ フェルトを使って、かわいい

「クリスマスブーツ」を作りました。

１１/30 絵本や紙芝居を使わない、ストーリー

テリング（語り）だけのおはなし会を行いました。

小学 4 年生の男の子も語りに挑戦しました。

とても上手でしたよ。



図書館では各館様々な雑誌を受入しています。雑誌も本と同様に予約が

できますので、他の名古屋市立図書館にある雑誌や貸出中の雑誌を山田図

書館で受け取っていただくことができます。

基本的に新しい雑誌は次の号が入るまで図書館内で閲覧していただき、

次の号が入ると貸出可能となります。

※例外もあります※

きょうの料理などＮＨＫテキストは該当月の翌月 1 日から貸出開始

→10 月号は 11 月 1 日から貸出開始

ミセスのスタイルブックなど季刊誌は次の号を待たず 1 ヵ月後に貸出開始

→秋冬号は次の春号を待たずに、1 ヵ月後に貸出開始

最新号は図書館でご覧いただけますが、ご自宅でゆっくりとお読みにな

りたい場合は予約をしていただくと、貸出開始になったものから順にお回

しします。

予約受付開始日は…？

週刊誌、月２回誌、旬刊誌 雑誌に表示されている年月日（10 月 2 日

号ならば、10 月 2 日）から予約ができます。

月刊誌 雑誌に表示されている月の 1 日（10 月号は 10 月 1 日）から

予約ができます。

隔月誌、季刊誌、増刊、別冊 雑誌に表示されている月の 1 日（表示の

ない場合は発売月の翌月の 1 日）から予約ができます。

名古屋市図書館のホームページでは雑誌一覧などもございます。どうぞ

ご覧ください。

ご不明な点がありましたら、お気軽に職員にお尋ねください。

Ｑ．新しい雑誌の予約をしたいの

ですが？

☆共通事務編☆その１☆

職員は担当別に様々な仕事を行っています。そして、それ以外に全員で日々

取り組んでいる仕事もあります。今回はそんな共通事務をご紹介します。

返却ポスト処理 1 階にある返却ポストに入っている本を回収に行き、返却処

理をします。本に何かはさまっていないか 1 冊 1 冊点検もしています。みな

さんも本をお返しになる前に大切なものがはさまっていないか確認してくだ

さいね！

開館準備・書架整頓みなさんに気持ちよく利用していただくため、開館前に

返却本を元の位置に戻したり、本棚の整頓をします。

メールカー準備・処理名古屋市立図書館では、山田図書館の本を西図書館で

も返却できる、といったように共通貸出・返却が可能となっています。また、

予約の本を取寄せることも可能です。そのため、図書館から図書館へ資料を

運ぶ車が走っています。山田図書館には午前中にメールカーが到着しますの

で、他館の本や他館の予約の本を送り出し、山田図書館の本と山田図書館受

取の予約本を受取ります。

多いときはプラスチックの箱 10 箱以上になりますので、みんなで仕分けをし

て、返却処理をします。また、予約の図書はすぐにお渡しできるように、カ

ウンター後部の予約取り置き棚に準備します。

予約本確保みなさんが予約された本で、山田図書館で在庫になっている本の

リストを出力し、本棚から抜いてきて、予約された方にお渡しできるように

区分けします。

☆図書館のお仕事（第 1 回）☆

図書館職員の仕事として、みなさまに馴染みが深いのがカウンターでの貸

出・返却業務でしょうか？

その他にも事務所内での仕事、学校や保健所など外へ出かけて行う仕事な

ど様々です。このコーナーでは、私たちの仕事をみなさんに少しずつ紹介

させていただきます。


