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　時代の移り変わりとともに使われなくなる言葉が
ある。たとえば「ペンフレンド（ペンパル）」。今では「メ
ル友」に相当するだろうか。いや「メル友」ももは
や死語になりつつあるかもしれない。
　私が小学生の頃は、まだ「小六時代」などの学習
雑誌があり、そこには決まって「ペンパル募集」記
事が掲載されていた。もちろん、まだ見ぬ誰かと近
況を語る楽しさは昔も今も同じ。現代ではそれが極
めて手軽になっているというだけでなのだから、い
たずらに昔を懐かしむわけではない。
　ただし、今と違うのは返事を待つ時間の長さと、
言葉以外のもので思いを伝える楽しさだろう。私は
海外に住む友人をもっていたが、手紙を出したこと
さえ忘れる頃、郵便受けにエアメールが入っていた
時の喜びは大きかった。
　さらにさらに時代をさかのぼれば、手紙の趣はいっ
そう豊かになる。平安時代の文学作品では、手紙が
重要な働きをもち、たとえば『源氏物語』にはさま
ざまな手紙の場面が描かれるが、そのひとつ、やぼっ
たい不美人で知られる末

すえつむはな

摘花が厚い陸
みちのくがみ

奥紙に書いた
恋文を源氏に送って苦笑される場面がある。陸奥紙
は一般的に消息を知らせる際に用い、恋文には薄様
（薄手の鳥の子紙）を用いるのが常であったからであ
る。手紙には、紙の色や質、墨の色や筆遣い、添え
られた香りや草花、折り方、届ける時間帯など、そ

のひとつひとつに送り手の思いが込められていた。
ほかにも、最愛の妻であった紫の上の死後、源氏が
その手紙を焼く場面がある。メールを削除するのと
は違い、手紙のたたずまいを見ることで思い出が蘇
り、それを自ら焼くことにより、別れを痛切に感じ
たことだろう。そんな「手触り」が、現代ではどん
どん失われているように思う。
　そして本にもそれは言える。現代ではインターネッ
トの普及により、いつでもどこでも手軽に情報を得
られるようになった。情報機器を利用すれば、重た
い辞書を繰ることもなく、新聞をガサガサ広げるこ
ともなく、本の置き場所に困ることもない。しかし、
手紙と同様に、一冊の本には、いつ、なぜその本を
手にしたかという記憶が刻まれている。また、装丁
もひとつの作品解釈であり、それを楽しむこと、ま
た活版印刷のくっきりとした文字を指で感じること、
そんな喜びがあった。
　私は、高校時代ずっと図書委員を務めていたが、
司書の先生と話し、また書架に並んだ本の背表紙を
見ているだけで世界が広がるような気がしたものだ。
おそらく、これからは出版の世界も図書館も、大き
く様変わりしていくのだろう。しかし、方策は難し
いだろうが、図書館が単なる情報提供施設となるの
ではなく、本の「手触り」が感じられる存在であっ
てほしいと思っている。

 （聖愛中学高等学校国語科教諭）
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～特集：図書館を便利に使いこなそう～  

　ここで紹介する図書館サービスは、全国のほと
んどの公立図書館が行っているサービスです。
弘前図書館においても実施していますが、意外と
利用される人は限定されているようです。図書館
側のＰＲ不足や手続きの煩わしさ感が原因として
考えられますが、一度ご利用いただき、その便利
さを感じていただければ幸いです。

延長は電話で可能
　６冊の図書を２週間で読み終えるためには、時
間と集中力が求められます。また、何らかの事情
で読み終えることができないという経験をされた
人もいらっしゃると思います。
　そんな時は、先ず弘前図書館に『貸出期間の延
長を希望します』と電話（☎32-3794）してくだ
さい。その図書の返却を待っている人（予約者）
がいない場合には、２週間の延長ができます。
　電話をかける際には、あなたの図書館カードに
記載してあるバーコードの番号（８ケタ）を告げ
てくださるとご本人確認がスムーズに進みます。
　“延滞するのも気が引けるし、とりあえず返そ
うか”ではなく、電話してみてください。

書名がわかっていれば予約で
　貸出しを希望する図書の書名や著者名がお分か
りでしたら予約サービスをご利用ください。
　こちらも『図書の予約を希望します』と弘前図
書館へ電話（☎32-3794）するだけで可能です。
少し注意する点は、図書館カードのバーコード番
号を告げていただくことと、予約日から2週間以
内に図書館へ受け取りに来られる人であることで
す。
　また、希望の図書が貸出中であった場合でも、
予約することができます。後日、貸出しが可能に
なった時点で、図書館から電話やメールでお知ら

せいたします。
　また、パソコンや携帯電話等でインターネット
を使い、弘前図書館の蔵書検索にアクセスして予
約する方法も便利です。（ＩＤパスワードが必要
ですので、初回申込み時は各図書館のカウンター
で手続きをしてください。）
　“貸出中で借りられなかった”を防ぐためには予
約サービスをご利用ください。

あなたの“読みたい”を応援します
　弘前図書館が所蔵していない図書であっても、
購入や他館からお借りして、できるだけみなさん
の希望に応えます。
　「リクエストサービス」と呼ばれるもので、弘
前図書館の場合は、一人20冊（年間）を限度に
して利用することができます。ただし、こちらの
申込みは電話ではできません。各図書館のカウン
ターに備え付けてある申込書に書名や著者名をご
記入ください。
　弘前図書館では、リクエストいただいた図書を
購入して蔵書とした方がいいのか、例えば青森県
立図書館からお借りして貸出しした方がいいのか
等を判断した上で手続きを進めます。従って、実
際にお貸しするまでには日数を要することになり
ます。ご理解ください。

調べものをお手伝いします
　「レファレンス」と呼ばれるサービスで、日本
語にすれば「調べもの、探しもの、お手伝いしま
す」といった具合です。
　“この本は、弘前図書館又は全国のどこの図書
館にあるのか？ ”といった資料の所蔵の調査。“弘
前市の〇〇地区の歴史を詳しくしりたい？ ”“先
祖が弘前藩の武士であった”など一定のテーマに
沿った文献の案内等々を行っています。
　弘前図書館２階調査室に専門職員を配置してお
ります。直接おいでいただくか、弘前図書館ホー
ムページからご依頼ください。
　ただし、調査研究の代行、資料を通読しないと
回答できない質問、文献の解読、翻訳等について
は行っておりませんので、誤解のないようにお願
いします。

「まだ読み終えていない時は、
電話１本で２週間の延長を！」
◆貸出期間の延長　　◆事前に予約しておく
◆未所蔵本のリクエスト　◆調べものアドバイス
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　弘前図書館では、雑誌のスポンサーになってい
ただける事業者を募集しています。
◆雑誌のスポンサー制度とは◆
　雑誌の年間購入費用を負担していただき、提
供雑誌の最新号の雑誌カバー表紙に雑誌スポン
サー名（企業名等）を表示し、雑誌カバー裏面に
は雑誌スポンサーが作成した広告を表示するもの
です。
◆スポンサーになるメリット◆
◎図書館利用者等の地域住民へのＰＲ効果があります。
◎選択する雑誌により、事業対象に関心のある利
用者にピンポイントで情報提供できます。

◎館内掲示やホームページ等でスポンサー名を公
表し、顕彰します。

◆応募できる方◆
　事業者を対象としており、個人での申込みはで
きません。
◆募集期間◆
　随時
◆問い合わせ、申し込み先◆
　弘前図書館　整理係　☎32-3794　FAX36-8360
　弘前図書館ホームページ
　　http://www.city.hirosaki.aomori.jp/tosho/index.html

　現在の弘前図書館は平成２年に建設され、25
年が経過しました。市政100周年を記念し、多く
の市民の方々に利用されてきた図書館であり、情
報を発信して
いく拠点の場
としての役割
も担ってきま
した。

　　　　　　　▲ガラスアート作品のロビー展示

　今年度から図書館ロビーを活用し、市民の方々
の作品を展示紹介する事業に取り組んでおります。
　明かり採り・吹き抜けの高い天井にコンクリー
ト製の壁面といった美術館をおもわせる構造の弘
前図書館のロビーであれば、写真や絵画はもちろ
ん、手工芸等々の作品展示にはうってつけです。
　作品を展示してみたいという方は、弘前図書館
にご相談ください。
【問い合わせ、相談先】
　弘前図書館　館長補佐　柴田　☎32-3794
　＊事前に電話予約し、展示したい作品をお持ち
いただければ助かります。申込み状況等によ
り展示をお断りする場合もありますので、ご
了承ください。

　市内小・中学
校との連携事業
も弘前図書館の
重要な業務の一
つです。
　現在、小学校
の社会見学や中
学校の職場体験
を積極的に受け
入れしています。
　また、２年前
から、学校図書
館の書架整理、展示貸出方法等について、司書を
派遣し、現場でアドバイスする事業を行っており
ます。
　このほか、テーマ学習等の参考図書を３カ月貸
出しする特別貸出しを行い、先生方にご利用いた
だいております。
　こどもの読書推進に向け、積極的に協力させて
いただきますので、何なりとご相談ください。
【問い合わせ、相談先】
　弘前図書館　サービス係　☎32-3794

雑誌スポンサー募集中

図書館のロビーに作品を展示
してみませんか

「学校とも連携していきます」
ご相談ください。

▼学校図書館の整理をお手伝い
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☆第20回　クリスマスおはなし会☆

☆ヨンちゃんのおたのしみおはなし会☆

　弘前図書館で毎年恒例のクリスマスおはなし会が12月19
日（土）に開催されました。
　今年も読み聞かせボランティアグループ “おはなしるんる
ん ”のみなさんが、趣向を凝らした演目で盛り上げてくれま
した。
　まず始めのおはなしは、『長くつをはいたねこ』。何種類も
のペープサート（紙人形）を使い分けて登場人物の表情を表
し、効果音も交えておはなしを進めていました。有名な童話
ですが、絵本で読むのとはひと味違う迫力があって、子どもたちも楽しんでいました。
　次は、『オレ・ダレ』という絵本でクイズをしました。動物の特徴を話した後に「ダレだ？」
と問いかけると、子どもたちは元気よく手をあげて答えてくれました。
　最後のおはなしは『アナンシと五』というジャマイカの昔話です。
　冒頭で、語り手さんが魔女の服装で子どもたちの前に出て話をしたことで、物語の中に引き
込まれたと思います。真に迫る演技に、びっくりしてお父さんに抱きつく子もいました。

　張子の人形と語り手が演じているアナンシとの掛け合いが
面白く、思わず吹き出して笑ってしまう子どもの姿も見られ
ました。
　終了後の、子どもたちは、おはなしで使った小道具や人形
に興味津々で、人形を持ってみたり、小道具を触ったり、“お
はなしるんるん ”の皆さんと交流し、楽しい時間を過ごして
いました。

　１月30日（土）に、ヨンちゃんのおたのしみおはなし会が
弘前図書館で開催されました。
　弘前市国際交流員の崔永先（チェ・ヨンソン）さんがハンボ
クという韓国の民族衣装を着て、韓国語と日本語で自己紹介を
しました。子どもたちも韓国語で「アンニョンハセヨ」と挨拶
してくれました。
　『ソルビム』という韓国のお正月に男の子が着る衣装につい
ての絵本を読み聞かせしてくれました。
　韓国のお正月は旧暦に行うそうです。韓国でも子どもたちに
お年玉をくれるそうですが、渡し方が日本とはすこし違っていました。日本と韓国のお正月は、
似ているところもたくさんありますが、違うところを聞くと、子どもたちだけではなく、大人
たちも興味深そうにうなづいていました。
　韓国語クイズに、手を挙げて答えてくれた子どもたちに、折り紙で作った韓国のお年玉袋が
プレゼントされると、中身はからっぽですが、日本とは違う袋の形に、とても喜んでいました。
　他国の言葉を聞いたり、異文化に触れる機会は、子どもたちにとって貴重な時間になったと
思います。これを機会に外国の本を読んだり、興味を持つきっかけになればいいなと思います。
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弘前市立図書館のおはなし会

　　☆弘前図書館☆
　　おたのしみおはなし会　（対象：おおむね４歳～小学校低学年）
　　第１、第３土曜日　午前11時～11時30分
　　第２、第４土曜日　午後３時～３時30分

　　☆こども絵本の森☆
　　えほんのもりのおはなしかい（対象：０歳～３歳の子とその保護者）
　　第１日曜日とその次の週の水曜日　午前10時30分～11時
　
　　ブックスタートおはなしかい（対象：０歳の赤ちゃんとその保護者）
　　第３日曜日とその次の週の水曜日　午前10時30分～11時

　　☆岩木図書館☆
　　メエメエさんおはなし会（対象：おおむね４歳～小学校低学年）
　　毎週土曜日　午前10時30分～11時

　　☆相馬ライブラリー☆
　　お話の宝さがし（対象：おおむね４歳～小学校低学年）
　　月１回（日程はお問い合わせください）

平成28年４月からおはなし会の日程が一部変更になります
○おたのしみおはなし会（弘前図書館）
　第２、第４土曜日は、午後２時から開始しておりましたが、午後３時からに変更いたします。

○ブックスタートおはなしかい（こども絵本の森）
　これまでは、月１回の開催でしたが、参加者も多く、平日開催の要望が多かったため、第３
日曜日とその次の週の水曜日にも開催します。

こ ど も の 読 書 週 間
　毎年４月23日～5月12日は、こども読書週間です。幼少の頃から本に親しみ、読書の喜びや、
本の世界の楽しさを知り、物事を正しく判断する力をつけ、思いやりの心を持つことが、子ど
もたちにどんなに大切なことか。子どもに読書を進めるだけでなく、大人も子どもの読書の大
切さを考える時、それが「こどもの読書週間」です。
　弘前市立各図書館では、今年もおすすめ図書の紹介や手作り絵本講習会などの行事を予定し
ております。
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◆『素朴でかわいいこぎん刺し』
　米山知歩 著（マイナビ出版）
【内容紹介】
大人になってからは、しばらくこぎん刺しから離れていましたが、故
郷の美しい手仕事を守りたいと思うように。オリジナル図案20点とあ
わせ、弘前市の佐藤陽子さん、藤田はるえさんを紹介。

【著者紹介】米山知歩（よねやま・ちほ）
1985年、弘前市（旧岩木町）生まれ。長野県在住。千葉県の大学で建
築を学んだ後、インテリア雑貨メーカーに勤務しながら手仕事ユニッ
トを結成。2012年からこぎん刺し作家として活動開始。

◆『わたしの宝石』
　朱川湊人 著（文藝春秋)
【内容紹介】
結婚したことについては、僕は後悔していない。けれど、僕が知らな
い間に、すでに事態はのっぴきならないところまで進んでいた…。じ
んわりと心をえぐる愛のストーリー全６編を収録。『オール讀物』掲載
を書籍化。

【著者紹介】朱川湊人（しゅかわ・みなと）
1963年大阪府生まれ。慶應義塾大学文学部卒。出版社勤務を経て、「フ
クロウ男」でオール讀物推理小説新人賞、「花まんま」で直木賞受賞。

◆『ぼくはいったいなんやねん』　
　岡田よしたか 著（佼成出版社）
【内容紹介】
自分がなんなのか忘れてしまった“ぼく”。耳かき? 釘抜き? 編み棒? 「い
やいや、絶対なにかを食べるときに使うもんや」と思った“ぼく”は、
自分探しの旅へ…。岡田よしたかのユーモア絵本。
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◆『刑罰はどのように決まるか』　
　森　炎 著（筑摩書房）
【内容紹介】
裁判員判決と職業裁判官の判断の溝はなぜ生じるか。有名無名さまざ
まな事件を俎上に載せ、従来の量刑のルールを明らかにした上で、市
民感覚を刑罰に反映させるための論点を探る。

【著者紹介】森炎（もり・ほのお）
1959年東京都生まれ。東京大学法学部卒。東京地裁、大阪地裁などの
裁判官を経て、弁護士(東京弁護士会)。著書に「死刑肯定論」「教養と
しての冤罪論」など。

◆『孫と私の小さな歴史』
　佐藤愛子 著（文藝春秋）
【内容紹介】
女流文学の大家・佐藤愛子が、孫・桃子との扮装姿で送り続けた年賀状。
トトロにコギャル、はては生首、葬式まで、大評判の秘蔵写真を公開
する。「本当は嫌だった」孫の激白、20年分の撮影秘話も収録。

【著者紹介】佐藤愛子（さとう・あいこ）
大正12年大阪生まれ。甲南高等女学校卒業。「戦いすんで日が暮れて」
で直木賞、「幸福の絵」で女流文学賞、「血脈」で菊池寛賞。

◆『青森共和国のオキテ100カ条』　
　伊奈かっぺい 監修（メイツ出版）
【内容紹介】
食材は干して食べるべし。「ねぶた」と「ねぷた」を間違えるべからず。
日曜日でも早起きして朝市に行くべし。寒立馬の姿に自分たちを重ね
て厳しい冬に耐えるべし…。青森県ならではの100のオキテを一挙公
開。

順位 書　　　　名 著者名 予約人数 所蔵冊数 順位 書　　　　名 著者名 予約人数 所蔵冊数

予約図書上位ランキング
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開館時間 平日 9:30 ～ 19:00
 土・日・祝日 9:30 ～ 17:00
休　館　日 毎月第３木曜日
 年末年始（12月 29日～１月 3日）
 蔵書点検期間（毎年６月）
図書の貸出 各館と合わせて６冊以内、14日以内
電　　話 ℡32－3794

弘
前
図
書
館

開館時間 10:00 ～ 18:00

休　館　日 毎月第３木曜日
 蔵書点検期間（毎年３月）

図書の貸出 各館と合わせて６冊以内、14日以内

電　　話 ℡35-0155

（
ヒ
ロ
ロ
ス
ク
エ
ア
内
）

こ
ど
も
絵
本
の
森

開館時間 平日 9:30 ～ 19:00
 土・日・祝日 9:30 ～ 17:00
休　館　日 毎週月曜日
 年末年始（12月 29日～１月３日）
 蔵書点検期間（毎年３月）
図書の貸出 各館と合わせて６冊以内、14日以内
電　　話 ℡82－1651

岩
木
図
書
館

開館時間 9:30 ～ 17:00

休　館　日 毎週水曜日
 年末年始（12月 29日～１月３日）
図書の貸出 各館と合わせて６冊以内、14日以内
電　　話 ℡84－2316

（
や
す
ら
ぎ
館
内
）

相
馬
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

【職員紹介No４】
　弘前図書館２年目の山形香名子です。
　まだまだ図書館のことでわからないことが多
いので日々勉強です。

Ｑ．図書館での仕事内容、やりがいは？
　移動図書館を運行するための仕事を主にしていま
す。
　自分がお客さんでいたときは図書館のカウンター
の仕事しか知りませんでした。
　実際はカウンターの仕事以外にも、事務室や書庫
などお客さんには見えない所で、たくさんの人が図
書館を運営する業務に携わっていることがわかりま
した。
　移動図書館車では、お客様に顔を覚えていただ
き、声をかけていただけるようになりました。今日
は、どの本を積んでいこうかと出発直前まで迷いな
がら、みなさんとお会いできるのを楽しみにしてい
ます。

Ｑ．自身の「この一冊」は？
　工藤ノリコさんの絵本で「ノラネコぐんだんシ
リーズ」です。ノラネコぐんだんが毎回いろんな事
件をおこすのが読んでいておもしろいです。必ずお

きまりのセリフ
があるので、そ
のページが待ち
遠しくなりま
す。
　シリーズ最新
作はノラネコぐ
んだんがワンワンちゃんのおすしやさんに行くはな
しです。絵本の中のお寿司もおいしそうなので、読
んだ後はお寿司を食べに行きたくなります。

Ｑ．図書館の思い出は？
　通っていた幼稚園に移動図書館がきていたので、
本を借りていました。今は、自分が移動図書館に乗
り、本を貸す立場として行くことができて嬉しいで
す。

Ｑ．最近はまっていることは？
　嵐のコンサートに行くことです‼１年間で１番の
楽しみです‼
　アリーナ席が当たったことがないので、今年こそ
は当たってほしいと願っています。

蔵書点検に伴う岩木図書館・こども絵本の森の休館について
図書の点検や配置替え、館内清掃などのため、次の期間休館します。

◎岩木図書館　　　３月22日（火）～27日（日）
◎こども絵本の森　３月15日（火）～17日（木）

※休館中に図書を返却する場合は、返却ポストをご利用ください。
弘前図書館・相馬ライブラリーは通常通り開館しています。

返却ポストの場所・利用時間
•学習情報館（末広４丁目）8：30～22：00 •まちなか情報センター（中土手町）9：00～21：00

•JR弘前駅（改札口付近）24時間 •こども絵本の森事務室（ヒロロスクエア内）8：30～21：00


