
　皆さんは、月にどれくらい図書館に行きますか？
　新聞を読むために毎日、お子さんと一緒に毎週末、まとめて借りて 2週間ごと…人それぞれだと思い
ます。中には、一度も利用したことがない人もいるかもしれません。
　今回は、普段から利用されている人はもちろん、利用したことがないという人にも「そうだ、図書館へ
行こう」と思ってもらえるような、耳寄りな情報をお届けしたいと思います。
　コロナ禍で、なかなか遠くへ出掛けられませんが、それは逆に市内で新しい居場所を見つけることがで
きる、良い機会なのかもしれません。
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そうだ、
図書館へ行こう

４月１日から
市内の図書館は５か所に

東地区公民館図書室
住所：東石岡 4-6-24
電話：26-6503
開館：午後 1 時～ 5 時
　　　　（月曜・火曜休室）

城南地区公民館図書室
住所：三村 7109
電話：26-3341
開館：午後 1 時～ 5 時
　　　　（月曜・火曜休室）

中央図書館
住所：若宮 1-6-31
電話：24-1507
開館：午前 9 時～午後 7 時

（月曜休館・土日は午後5時まで）

こども図書館本の森
住所：若宮 1-6-31
電話：24-1507（中央図書館）
開館：午前 9 時～午後 5 時
　　　　　　　（月曜休館）

郷の本棚やさと図書館（4月1日オープン）
・・・・・・・・・詳細は次ページへ！
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～本を読むだけじゃない
　　観る、聴く図書館へ～

　学習スペースとして、21 席を設置しています。図書
館とは、ガラスで隔てられた空間になっていますので、
集中して学習や読書をしたい場合などに、最適です。
　館内はフリー Wi-Fi 完備の上、コンセント使用可能
な席もご用意していますので、パソコンやタブレットを
使用する際も、安心です。

　雑誌は、今までの 14 誌から 72 誌と、大幅に種類を
増やしました。豊富なジャンルの雑誌からお好きなもの
を選んで、館内のソファでゆっくりお読みください。
　また、市内図書館で初めて CD・DVD 視聴ブースを
設けています。美しい里山風景を眺めながら、館内で視
聴することも可能です。パーテーションを設置し、プラ
イバシーにも配慮しています。

郷のギャラリー
　「八郷の魅力、発信源！」をコンセプトに、YASATO
の頭文字にちなんだテーマ別の書籍などを充実させ、市
内外の皆さんに八郷の魅力をお伝えするコーナーです。
　 ummy……おいしいものをつくる
　 rt…………芸術のまち
    ports… … 里山で楽しむスポーツ
    ction… … まちの未来を考える
    radition…伝統を守る
　 utdoor……自然を感じる
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Ｔ
Ｏ

充実した学習スペース

CD・DVD・雑誌も豊富
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郷の本棚
やさと図書館オープン

４月１日～

　やさと図書館資料選定委員会は、ふるさと学習、農林業、歴史、芸
術、観光、医療、健康、自然環境の分野から学識経験者など 10 人で
構成されています。選定委員の皆さんそれぞれが、担当分野にこだわ
りすぎず、良いと思った本を選定しましたので、幅広いジャンルの本
が揃いました。選定した本は郷のギャラリーにてご紹介いただいてい
ますので、ぜひ手に取ってみてください。また、郷の本棚は景色がと
ても良い場所にあります。多くの市民の皆さんに、名前の通り、自宅
の本棚みたいな気持ちで、気軽に利用してもらえたら嬉しいですね。
　私自身も、郷の本棚のオープンが、とても楽しみです。 木下明男委員長

やさと図書館資料選定委員会木下委員長へインタビュー

自宅の本棚みたいに気軽に利用してほしい

　中央公民館図書室が閉室になり、4月 1日から八郷総合支所 2
階に、郷の本棚やさと図書館が開館します。開館まで1か月となっ
た、郷の本棚やさと図書館の見どころについて、ご紹介します。
information
場所：八郷総合支所 2 階
開館時間：午前 9 時～午後 5 時（月曜休館・水曜は午後 7 時まで）

蔵書数：一般図書 約 21,000 冊・参考図書 約 800 冊・児童図書 約 12,500 冊・紙芝居 約 400 冊・CD 約 200 点・
　　　　DVD 約 250 点・雑誌 72 誌・新聞 10 紙
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赤ちゃんから楽しめる
広々としたキッズコーナー

ご存知ですか？「ブックスタート」
　市では、赤ちゃんと保護者に、本を通じて心触れ合うあた
たかな時間を…そんな思いをこめて、平成 25 年度からブック
スタートを実施。4 か月健診の際に、赤ちゃんへの読み聞か
せや、絵本をプレゼントしています。
　また、郷の本棚やさと図書館、こ
ども図書館本の森では、0 歳から楽
しめる、おすすめ本をご用意してい
ます。この機会に、ぜひお子さんと
一緒に図書館へお越しください。 ▲スタートパックの内容

　郷の本棚やさと図書館では、じゅうたんの上にじかに座っ
て本を読むことができるスペースがあります。靴を脱いで入
るので、ハイハイのお子さんで
も、安心して、利用できます。
　育児本も同スペースに備えて
あるので、保護者の皆さんも、
お子さんと一緒に読書を楽しむ
ことができます。毎月第 2 土曜
日にはおはなし会も開催予定。

親子で、家族で楽しめるスペース

▲おはなし会の様子（本の森）
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中央図書館館長

宮本秀男
昭和54年中央図書館設立の際に、
図書館司書として入庁。その後、
各部局を異動し、平成 29 年 3 月
退職。再任用職員として市民会館
勤務を経て、令和元年から中央図
書館館長に就任、現在に至る。

中央図書館宮本館長に聞きました

郷の本棚やさと図書館への思い
若者が利用しやすい図書館に
　市内図書館の年代別利用者数を見ると、13 ～ 18 歳、
つまり中高生の年代に当たる利用者は、全体のわずか 2％
ほどしかいないことがわかっています。
　本に親しみがない人は、図書館に対し、ハードルを感じ
てしまうかもしれません。郷の本棚やさと図書館では、市
内で初めて CD や DVD の視聴覚ブースを設置しました。
また、市内小中学生が授業で取り組んでいる「ふるさと学
習」の勉強に役立つ図書も数多く揃えています。
　学生の皆さんには、まずは気軽に図書館に足を運んでい
ただき、友達とコミュニケーションを取る、いわば「たま
り場」として利用してもらえたらと思っています。

地域の交流の場として
　八郷総合支所には、企画展などが行える「郷の風」や、

「里山カフェ ゆいてらす」などがあります。今後、そういっ
たスペースを活用し、地域と連携した事業も企画していけ
たらと考えています。また、支所の敷地内には「さとのひ
ろば」もオープンします。老若男女問わず、地域の交流の
場として利用していただけたら嬉しいです。

さん(65)

場所：八郷総合支所 2 階
時間：平日午前11時～午後2時30分
　　　（ラストオーダーは午後 2 時）

里山カフェ　ゆいてらす

さとのひろば
場所：八郷総合支所駐車場奥
遊具：コンビネーション遊具、すべ
り台、築山

郷の本棚やさと図書館の開館に合わせて、八郷総合
支所の敷地内に「さとのひろば」もオープンします。
　芝生広場に遊具や築

つ き や ま

山があり、お子さんと楽しめる
広場になっています。
問　総務課　℡ 43-1111支

里山カレーや弓豚そばなど地元
食材を生かしたメニューが人気で
す。障がい者の就労を目的として、
NPO 法人が運営を行っています。
問　総務課　℡ 43-1111支



広報いしおか　2022.3.1（No.394）　8

ネット予約でお取り置きが便利

「私は私のままで生きることにした」
キム・スヒョン 著／吉川南 訳

（株）ワニブックス

「そのままの自分を大切に」のメッセージを、著者の
体験談を交えた力強い言葉と可愛いイラストで伝えて
くれます。日常で疲れた心を浄化してくれます。 篠原友

ゆ み

美さん

「シルバー川柳 10 スクワット しゃがんだままで 立てません」
公益社団法人全国有料老人ホーム協会 + ポプラ社編集部 編
ポプラ社

1 ページ一句で文字も大きいので、誰でも読みやす
く、クスっと笑えるものばかり。シリーズもたくさ
んあり、気軽に読めるので、息抜きにオススメです。 川上恵

え み こ

美子さん

申請書不要、スマホでどこからでも、館内で探さなくてOK

■予約可能数

・図書　　　　　　4 冊
・雑誌　　　　　　2 冊
・CD・DVD　　　1 作品

■取り置き期間

・準備完了メールから 1 週間

■予約資料の受取場所

・中央図書館
・東地区公民館図書室
・城南地区公民館図書室
・郷の本棚やさと図書館 (4/1 ～ )

■ネット予約方法

①中央図書館ホームページの
「蔵書検索」をクリック

②「簡単検索」をクリック（「詳
細検索」からでも可能）

③本のタイトルや作者など、
キーワードを入力→検索

④予約カゴ
に入れる

⑤「図書館利用者カード」の番号
と「パスワード」でログイン 予約完了！

司書さんのオススメ本をご紹介

※初回は、図書館カウンターでパスワードの発行手続きが必要になります。

▶インターネットを使わない人は、お電話で予約を受け付けます。

⑥受取場所などを選択し、
画面の指示に従って進む
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本の借り方

郷の本棚やさと図書館オープン記念イベント

午後 1 時 30 分～　①角
す み

圭
け い し

司クラシックギター演奏 
午後 2 時 10 分～　②朝井リョウトークライブ 
　　　　　　　　　   聞き手：北村暁

あ き こ

子（新潮社） 
終了後、郷の本棚前にてサイン会（書籍販売あり）  
場所：中央公民館大講堂  定員：①、②あわせて 150 人 
申込期限：3 月 10 日木
申込方法：電話、図書館カウンターまたはホー

ムページにて申し込み
★朝井リョウさんへの質問も募集中です。
問中央図書館　℡ 24-1507

３月 20日日
日時
「本を読むこと、書くこと、つくること」
朝井リョウトークライブ

朝井リョウ（小説家）
1989年生まれ
代表作「桐島、部活やめるってよ」
「正欲」「スター」

①利用者カード
を作る

②借りたい本を
選ぶ

③カウンターで
本を借りる

初めて図書館で本を
借りる時は、利用者
登録が必要です。
住所・氏名・生年月
日がわかるものを
持ってカウンターへ
お越しください。

本棚から、借りたい
本を選びます。
検索用パソコンを使
うと便利です。他館
から取り寄せたり、
予約をすることもで
きます。

カウンターで、借り
たい本と利用者カー
ドを出して借りる手
続きをします。
返却には返却ポスト
が便利。期限は必ず
守りましょう。

安心してご利用ください

図書館の感染症対策

▲返却本は、一冊一冊拭い
て除菌してから貸出へ。

▲図書用除菌機を使って、
ご自身でも除菌可能です。




