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学生時代の日々

私は図書館で働き始めてから 1３年目。テスト前に学習室で勉強する学

生さんを見ると、懐かしいなあと思ってしまいます。私も中学生のころは

近所の図書館の学習室でテスト勉強をし、帰りに文庫を借りて帰るのを楽

しみにしていました。今回は学生時代が懐かしいなあ、久しぶりにみんな

で集まりたいなあと思った本をご紹介します。

「三月」大島真寿美著（光文社）です。短大を卒業してから約 20 年。

それぞれの道を歩んできたノン、領子、明子、穂乃香、花、美晴の 6 人が

いきいきと描かれています。ノンは同窓会の案内を受け取り、学生時代に

仲の良かった男友達の死が気になるようになります。そこで、領子や穂乃

香に連絡をとります。彼は本当に自殺で亡くなったのだろうか？学生時代

を一緒に過ごした仲間たちが、卒業後それぞれの人生を歩み、いろいろな

ことがあって…。

ノンたちと世代が近いので、こんな気持ち、

なんとなくわかるなあと思いながら読みました。

学生時代は将来のこともまだ何も決まってなく

て、一緒に授業を受けたり、遊んだり、クラブ

活動に打ち込んだり、いっぱいおしゃべりを

したりしました。

あの子は今、どうしているかしら。

「三月」 タイトルコード： 1001310069550
                      【司書 吉田 紀子】

                       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

3/2７ ４/１０ ４/24 5/８ ５/２２ ６/12 6/26

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

4/5 4/19  5/17  6/7  6/21

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）

４/２０ ５/１８ ６/１５

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）

Ｌｅｍｏｎｓ ａｒｅ ｎｏｔ ｒｅｄ

／Ｌａｕｒａ Ｖａｃｃａｒｏ Ｓｅｅｇｅｒ  （Ｓｑｕａｒｅ Ｆｉｓｈ）

タイトルコード：1001310106771

レモンは赤色じゃなくて、黄色！りんごは赤色。

レモンやにんじん、フラミゴの形が切り抜かれていて、次々

に鮮やかな色がとびこんできます。

この絵本もおもしろいよ！



ある日、スタンレーは寝ている間に掲示板が倒れてきて、ぺちゃんこに

なってしまいます。スタンレーは身長 122 センチ、横幅 30 センチ、厚

さ 1.3 センチになってしまったのです。でも、ぺちゃんこって便利！ドア

を開けなくても下の隙間から通れるし、道路わきの排水溝に落としてしま

ったお母さんの指輪だって拾えます。スタンレーはぺちゃんこなのを生か

して大活躍します。

英語版では挿絵画家の違うものや、続編もあります。

Ｓｔａｎｌｅｙ ｆｌａｔ ａｇａｉｎ！タイトルコード：1000810135734  

日本語訳は・・・ぺちゃんこスタンレー ジェフ・ブラウン／文，トミー・ウンゲラー

／絵，さくまゆみこ／訳（あすなろ書房） タイトルコード：1009810059959

ジェームズとぼくはとっても仲良しだった。でも、今日は違う。

ジェームズはいばりたがるし、砂までなげてくる。もう絶交だ！

日本語訳絵本は・・・きみなんかだいきらいさ

ジャニス・メイ・ユードリー／ぶん，モーリス・センダック／え，こだまともこ／訳

（富山房）  タイトルコード：1009410150771

エルマーはのらねこからどうぶつ島やりゅうの子どもについて話を聞

きます。エルマーは無理やり働かされているりゅうの子どもを助けるた

め、どうぶつ島に出発しました。

日本語訳は・・・エルマーのぼうけん ブルース・スタイルス・ガネット／さく，

ルース・クリスマン・ガネット／え，わたなべしげお／やく （福音館書店）

タイトルコード：1009610018104

小さなベットが並んでいます。もう寝る時間ですよ。くまちゃんた

ちはベットに入りますが、ひゅーっ！と音がします。風の音かな？

日本語訳絵本は・・・おやすみくまちゃん シャーリー・パレントー／ぶん，デイヴィッド・

ウォーカー／え，福本友美子／やく（岩崎書店）  タイトルコード：1001210040850

外国語の絵本・物語を読んでみよう♪

山田図書館では、昨年に引き続き何冊か英語の絵本を受入しました。

日本語訳された絵本は多数ありますが､原書で読んでみると言葉のリ

ズムがおもしろいなど、いろいろな発見があります。また、逆に日本

の絵本が英訳されているものもあります。

3/22 より山田図書館の展示コーナーに外国語の絵本や物語を集め

てみました。山田図書館では外国語の図書は絵本が中心ですが、名古

屋市立図書館では物語も所蔵しています。山田図書館に

所蔵していない本も予約で取り寄せができますので、

どうぞ職員にお尋ねください。

さあ、外国語の絵本・物語を楽しんでみましょう♪

Ｆｌａｔ Ｓｔａｎｌｅｙ 〈ものがたり〉

／ｂｙ Ｊｅｆｆ Ｂｒｏｗｎ，ｐｉｃｔｕｒｅｓ ｂｙ Ｔｏｍｉ Ｕｎｇｅｒｅｒ

（ＨａｒｐｅｒＣｏｌｌｉｎｓ）  タイトルコード：1001010116498

Ｌｅｔ’ｓ ｂｅ ｅｎｅｍｉｅｓ  〈えほん〉

／ｂｙ Ｊａｎｉｃｅ Ｍａｙ Ｕｄｒｙ，ｐｉｃｔｕｒｅｓ ｂｙ Ｍａｕｒｉｃｅ Ｓｅｎｄａｋ

（ＨａｒｐｅｒＴｒｏｐｈｙ） タイトルコード：1000810125082

Ｍｙ ｆａｔｈｅｒ’ｓ ｄｒａｇｏｎ 〈ものがたり〉

／ｓｔｏｒｙ ｂｙ Ｒｕｔｈ Ｓｔｉｌｅｓ Ｇａｎｎｅｔｔ，ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ ｂｙ

Ｒｕｔｈ Ｃｈｒｉｓｍａｎ Ｇａｎｎｅｔｔ （Ｒａｎｄｏｍ Ｈｏｕｓｅ）

タイトルコード：1009914066189

Ｂｅａｒｓ ｉｎ ｂｅｄｓ  〈えほん〉

／Ｓｈｉｒｌｅｙ Ｐａｒｅｎｔｅａｕ，ｉｌｌｕｅｓｔｒａｔｅｄ ｂｙ Ｄａｖｉｄ Ｗａｌｋｅｒ

（Ｗａｌｋｅｒ Ｂｏｏｋｓ） タイトルコード： 1001310106757



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。（2013 年 12/1～2014 年 3／8）

● 企画展示

● 小学校での読書支援

●としょかんまつり

●にんぎょうげき

●中学生の職場体験

●ブックホスピタル

●子育て教室

●工作教室 はしれ！ビュンビュン

最近の山田図書館

（2013 年）１２/6 中小田井小学校 １年生 （１コマ）

1/17 中小田井小学校 ３年生 （2 コマ）

１/２３・２４ 山田小学校 1 年生 （5 コマ）

1/30・31 山田小学校 2 年生 （6 コマ）

2/6・7 山田小学校 3 年生 （4 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。

・「きっと大丈夫！～今年の夢、決意～」（１/５～1/31）

・「山本周五郎賞をご存じですか」（2/1～２/２８）

・「冬季オリンピックをふりかえる」（３/１～３/21）

・「今年も健康で美しく！」（１/1８～3/２１）

・「外国語の絵本・物語を読んでみよう♪」（３/22～４/17 予定）

・「深海の世界 ふしぎな生き物たち」（３/２２～４/1７予定）

・「ふゆの本」（児童）（１月）

・「いぬとねこ どっちもすき」（児童）（２月）

・「はるよこい！」（児童）（3 月）

1/29・30 山田東中学校 2 年生２名

2/5 山田中学校 2 年生 3 名

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、予

約の本を探したり、中学生が職場体験をしました。

3/8 ペットボトルのふたと洗濯バサミで

走るおもちゃを

つくりました。

１/１８ ４階講堂にて、人形劇グループ「こむすび」さんによる「じ

ごくのそうべえ」をお楽しみいただきました。

２/２０ 浮野小学校

司書とボランティア１名が小学校の図書室に伺い、本の修理方法を

お伝えしたり、実際に壊れた本を修理しました。

3/5 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。

（2013 年）12/14 １１時からおはなし会すくすく（乳幼児向け）、１１

時３０分からはおはなし会よむよむ（幼児・小学生向け）、１３時４５分

からはマジック、１４時３０分からはころころたまごのおはなし会、１５

時からは工作と盛りだくさんの内容で楽しんでいただきました。



図書館の検索機やインターネットで調べていただいても出てこない本、

図書館で見あたらない本もリクエストをすることができます。「予約・リ

クエストカード」をカウンターに出していただくか、お電話でもお受けし

ます。

予約をいただいたら、名古屋市図書館に所蔵しているかどうかを確認し、

所蔵していれば、お取り寄せをして提供します。また、所蔵していない場

合は他都市の図書館からお取り寄せ可能かを確認したり、購入を検討した

りします。（必ず購入・ご提供できるとは限りません。その際はご了承く

ださい。）

山田図書館の新着図書 自動扉を入っていただいて右手に「新着図書か

ら」という掲示板があります。そこに新しく入った図書が何冊か紹介して

あります。掲示板には「新着図書案内」というプリントも置いてあります

ので、ご自由にお持ちください。新着図書コーナーに新しく受入れをした

図書を並べておりますが、見当たらない場合は貸出中ですのでご予約くだ

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．本屋さんで見かけた新しい本、   

図書館で借りられますか？

☆共通事務編☆その 2☆

本の装備・修理 図書館の本はみなさんにお貸しする前に壊れにくいように、

汚れにくいように作業をしてから提供しています。具体的には透明のフィル

ムを貼ったり、大きなホッチキスで補強して、ページが抜け落ちないように

します。型紙やＣＤ付の本は、貸出できるようポケットを作り添付します。

また、たくさんの方に利用していただいて、ページがはずれてしまったり

破れてしまった図書を透明のフィルムやボンドを使って修理しています。

図書館資料購入 名古屋市図書館では週に 1 回程度「図書選択会議」という

ものが鶴舞中央図書館であります。この会議に名古屋市立図書館の司書が集

まり、現物の図書を確認しながらそれぞれの図書館の資料にするか検討しま

す。その際、みなさんからいただいた予約やこれまでの所蔵状況、図書館の

蔵書構成、ご利用が見込めるかどうかなど様々なことを考慮しながら選んで

いきます。

カウンター業務 みなさんがご存じのとおり、カウンターで資料の貸出・返

却を行っています。初めて図書館にいらっしゃった方には、開館日や貸出冊

数などのご利用案内をし貸出券を発行します。本やＣＤの予約受付もします。

また、「占いの本はどこかしら？」「病院で検査をしたけど、どんな検査だ

ったのか知りたい」「小学校で本の読み聞かせをするので、おすすめの本が知

りたい」などなんでもお尋ねください！ご希望の資料が提供できるようお調

べします。

☆図書館のお仕事（第 2 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。


