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　子供たちが通っていた小学校には、「読み聞かせの
時間」という朝のひとときがあった。１年生と２年
生の教室へ、「読み聞かせの会」の母親たちが、絵本
を抱えて訪ねて、授業が始まる前の20分を、子供た
ちと共にたのしむというもので、10冊くらいの本を
選んで、読んだ記憶が私にはある。
　声をだして読むのは緊張したけれど、子供たちの
清らかなまなざしに囲まれた時間は、なんだか自分
の澱のようなものを取りのぞける気がして、あらた
めて絵本をひらくことの恵みを知ることにもなった。
　そして、読む本を選ぶことで得るものもたくさん
あった。私は近所の図書館や書店に出かけて行って
は、何冊もの絵本を手に取った。平日のお昼ごろの
図書館の絵本の並ぶ空間は、とても静かで、神聖な
場所だったように思う。
　絵本はめくるのが楽しい。書棚から、１冊の本を
引き出して、ひらく、めくる、めくる、閉じる。こ
の行為は、とても大切な実感を与えてくれる。多く
の絵本をめくりながら、自分の心に届く内容を選ん
でゆくことは、日々の暮らしの中で、いくつかの自
分なりの選択の基準を定めてゆくことと似ているよ
うに思う。心にぴったりと添う本に会えた時の感覚
を求めつつ、絵本を手にしていたのだろう、私は。
　先日、久しぶりに図書館で絵本をめくった。見覚
えのある背表紙が、私を呼んだのだ。谷川俊太郎の

詩と和田誠の絵が、独特の世界をつくっている『い
ちねんせい』は、「読み聞かせの時間」に読んだ１冊で、
1988年１月１日初版第一刷とある。元日に発行され
た本なんだと、初めて気づきつつ、ゆっくりとめくっ
ていくと、「もしも」という詩のページでいきなり胸
が熱くなってしまった。
　私がこの本を、１年生の教室で読んだのは、確か
５月頃だったと思う。
　　もしもあたまが　おしりだったら
　　ぱんつは　ぼうしになるだろう
　　もしもじめんが　そらだったら
　　にじは　とんねるのなかにでる
という、最初の４行を読んだときの、教室の子供た
ちの笑い声が、今ひらいているページから、聞こえ
てきて、気がつくと『いちねんせい』が20年も前の
私と今の私を、たちまち結んでいたのだった。
　自分で選び、自分の手でめくった多くの本から得
た、さまざまを残しておきたくて、『うたの箱こと
ばの箱』というエッセイ集を、３月に刊行した。こ
の本を編んでいる時に甦ってきたのは、本の重さと、
過去の〈ひらく、めくる、閉じる〉の感覚と、〈読む〉
という、未知なるものへの挑みの感覚だった。
　今日は、郷里の弘前の桜が満開だという。ふるさ
との桜を見に行けない私は、『ひろさき桜ものがたり』
という絵本があったら、めくりたいと願う。

 （歌人）
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～特集：図書館を支える人たち～  

～図書館ボランティア～
　みなさんは、弘前図書館で活動されている図書
館ボランティアさんをご存じでしょうか？
　現在、返却された図書を所定の本棚に返してく
ださる「返本ボランティア」。主に視覚障がい者
サービスを担当していただく「障がい者ボラン
ティア」。絵本の読み聞かせを行う「児童サービ
スボランティア」の方々がいらっしゃいます。
　さて、volunteerの語源は、ラテン語で意思や
志願を意味し、英語圏では「志願兵」や「義勇兵」
の意名で使われるそうです。
　日本では古くより五人組・町内会・自治会など
地縁・血縁によって強固に結びついた相互扶助の
習慣があったため、外部からのボランティアを広
く呼びかける必要性は少なかったのです。しかし、
近年では都市化や核家族化が進み、また、行政コ
ストの低減に伴い、ボランティアは新たな相互扶
助の仕組みとして注目されています。

玉さんにインタビュー
　弘前図書館で返本ボランティアとして活動され
ている玉たみ子さんにお話をうかがいました。
◆ボランティアを始めたきっかけは？
　視覚障がい者の方のための「対面朗読ボラン
ティア」に関わっていた時に、返本や館内案内の
「閲覧室ボランティア」の募集案内を図書館から
頂いて応募しました。
◆活動内容は？
　月に２回ほどのペースで１日に２～３時間、主
に返却された本を書架に返本して書架の整理をし
たり、来館された方から質問を受けて本のある場
所へ案内したり借り方の説明をしたりしています。
◆長く続いた秘訣は？
　もともと図書館は大好きな場所でしたし、当番
の日に合わせて図書館を利用することも出来るの
で無理なく続けていられるのかな？と思います。
◆図書館に対する思い出とは？
　図書館はあらゆる世代にとって知識や情報を
得られる施設として欠かすことの出来ない存在で
す。本に囲まれて心豊かな時間を過ごせる大切な
場所だと思っています。

◆愛読書は？
　特にこの１冊と挙げることが出来ませんが、読
みかけの本がないと落ち着かないのでいろいろな
ジャンルの本を常に図書館から借りています。図
書館の職員の方がその時々のテーマでセレクトし
て展示されたコーナーから選ぶのも楽しみにして
います。
◆うれしい思い出は？
　小学校の学校司書をしていましたので、成長し
た子どもたちが市立図書館の利用者として顔を見
せて声を掛けてくれる時が一番うれしいです。
◆今後の目標や、抱負をお聞かせ下さい。
　返本は、重い本を抱えて書架の間を行ったり
来たり、背伸びをしたりしゃがんだりと結構な運
動になります。これからも出来るだけ長くボラン
ティアと読
書を楽しめ
るよう健康
に気をつけ
たいと思い
ます。

～裾野小学校へお手伝い～
　弘前図書館では、学校図書館の支援を目的とし
て、司書が学校図書館を訪問する事業を行ってい
ます。
　今年３月には、修斉小学校と草薙小学校が統合
し、裾野小学校が４月に開校されることから、裾
野小学校の図書室の整理のお手伝いをしてきまし
た。
　これからも、児童の皆さんに喜んで利用しても
らえるようなお手伝いをしていきたいと考えてい
ます。
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移動図書館車　「はと笛号」からお知らせ
　平成28年度から東目屋小学校が巡回ステーションに追加になり、
4月22日（第1回目）の運行は右の写真のとおり大盛況でした。
　平成28年度は下の予定表のとおりになります。
　一般の方もご覧になれますので、ぜひ、一度ご覧になってください。
　今後も皆さんのご要望に応えながら運行していきますので、よろ
しくお願いします。
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◆図書館のお仕事やってみ隊◆  
夏休みの２日間、図書館の仕事を体験してみませんか？
カウンター業務体験、本の探し方、本のコーティングの仕方
など、様々な体験ができます。

◆とき・①７月29日（金）と８月５日（金）
　　　・②７月30日（土）と８月６日（土）
◆じかん　①、②ともに午前９時から正午まで
◆ところ　弘前図書館
◆対象　　弘前市内の小学校４～６年生
　　　　　（①、②どちらも２日間の参加が条件）
◆定員　　①、②（各回10名ずつ、申込み先着順）
◆申込み　７月８日から直接又は電話で受付を開始します。
◆持ち物　自分の本２冊
◆電話　　32－3794

◆夏休みおはなし会◆  
夏休み恒例のおはなし会が今年もやってきます。
どんなおはなしがはじまるか、わくわくして待っててくださいね。

◆とき７月23日（土）午後２時～２時40分
◆ところ　弘前図書館２階　視聴覚室
◆対象　　幼児、小学生対象
　　　　　どなたでもおいでください。
◆参加料　無料
◆語り手　おはなしボックスのみなさん

◆全国訪問おはなし隊がくるよ!!◆  
８月11日（祝）に全国訪問おはなし隊が約500冊の絵本
を載せたキャラバンカーで弘前図書館にきます。
午前10時からキャラバンカーの見学、10時35分から視
聴覚室でおはなし会をします。ご参加おまちしています。

◆手作り絵本講習会を行いました♪◆  
５月７日（土）に弘前図書館で手作り絵本講習会を行いま
した。絵本作家のささやすゆきさんを講師として来ていた
だき、「楽しかったこと」を題材に子どもたちは自由に絵本
作りを楽しんでいました。
９組の親子が参加し、世界に一つだけの絵本を作ることが
できました。

◎図書館のイベント・お知らせ◎
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読書団体の登録内容変更のお知らせ

２階調査室のご利用

蔵書点検のため休館します

読書感想文コンクール

読書団体の有効期間が１年間から、登録した年
度から翌々年度の末日まで延長となりました。
有効期間が切れる前に、図書館から登録申込書
を送付しますので、今後もご利用お願いします。
また、読書団体に登録したいという方も受付し
ています。

◆読書団体とは？
•10名以上の個人で構成する弘前市内の団体

•貸出冊数：弘前図書館300冊以内、岩木図

書館100冊以内

•貸出期間：90日以内

•読書団体で選書に来てもらい、図書館が読

書団体の場所まで配本・回収します。

　弘前図書館では、郷土で出版された図書や津軽
家文書をはじめとする数多くの郷土に関する古文
書を所蔵しています。当時の人々の暮らしを知る
貴重な資料を２階調査室で閲覧してください。

６月15日（水）から６月24日（金）まで10日間、
弘前図書館が休館となります。
　蔵書の総点検を行うため、長期の休館となり、
ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力お願いし
ます。
◆図書の返却日が休館日にあたる場合は、あらか
じめ期日を延長して貸出します。
◆休館中の図書の返却は、弘前図書館正面入り
口、総合学習センター内、まちなか情報センター、
JR弘前駅２階の返却ポストをご利用ください。
また、岩木図書館、相馬ライブラリー、こども絵
本の森でも返却できます。

毎年恒例の小・中学生を対象にした読書感想文コ
ンクールが今年も開催されます。各小・中学校に
応募要項がありますので、学校を通じて応募して
ください。
※締切９月16日（金）
　入賞者は表彰式で、賞状及び賞品が贈られるほ
か、入賞作品は文集にして発行します。

お子さん、お孫さんをおはなし会に連れていきませんか？

弘前市内の各図書館でおはなし会を開催しています。
絵本の読みきかせ、紙芝居、パネルシアターなど毎回楽しいプログラムを用意しています。
対象：おおむね４歳～小学校低学年まで、予約の必要はありません。

 弘前図書館　おたのしみおはなし会 
　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 
　えほんのもりおはなしかい（対象：０歳から３歳までのお子さんとその保護者の方）
　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会  （対象：０歳のお子さんとその保護者の方）
　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 　　　　　　　　　　　　　　　　 相馬ライブラリー 
　メエメエさんおはなし会　　　　　　　　　　　月１回（日程はお問い合わせください。）
　毎週土曜日　午前10時30分～11時まで
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弘前図書館の一職員がこれまでに読んだ本の中からおすすめを紹介します！（あくまで個人の感想です。）

◆『ゴールデンスランバー　A MEMORY』
　伊坂　幸太郎 著（新潮社）
【内容紹介】
俺はどうなってしまった? 一体何が起こっている? 首相暗殺の濡れ衣
を着せられた男は、国家的陰謀から逃げ切れるのか。精緻極まる伏線、
忘れがたい会話。伊坂幸太郎のエッセンスを濃密にちりばめた書き下
ろし長編。

【感想】
知らぬ間に容疑をかけられ、わけもわからないまま始まる逃走劇。孤
独や不安と闘いながら奮闘する主人公と、見えないところで協力する
仲間たちの信頼関係が注目のポイントです。

◆『池上彰のやさしい経済学　２』
　池上　彰 著（日本経済新聞出版社）
【内容紹介】
池上彰が経済のことを基礎の基礎から解説。２は、「インフレとデフ
レ」「君は年金をもらえるか」など７つの講義を収録。復習問題も掲載。
京都造形芸術大学での講義を元に製作したテレビ番組を書籍化。
【感想】
「景気がいいってどういうこと？」「アベノミクスは結局何をしてる
の？」そんな経済の基礎をわかりやすく説明。経済に興味を持つのに
ちょうどいい本でした。

◆『フリーター、家を買う。』　
　有川　浩 著（幻冬舎）
【内容紹介】
やり甲斐とか、本当にやりたい仕事とか、言ってる場合じゃないし! 
崩壊しかかった家族の再生と、「カッコ悪すぎな俺」の成長を描く、勇
気と希望の結晶の物語。webサイト『日経ネット丸の内offi  ce』連載を
単行本化。
【感想】
ダメダメだった生活から、家族の危機に一念発起し立ち向かっていく
主人公。気持ちが前向きになれる本です。
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◆『火星に住むつもりかい？』　
　伊坂　幸太郎 著（光文社）
【内容紹介】
住民が相互に監視し、密告する。危険人物とされた人間は、ギロチン
にかけられる。身に覚えがなくとも。こんな暴挙が許されるのか? 全
身黒ずくめで、謎の武器を操る「正義の味方」が、「平和警察」の前に
立ちはだかる!
【感想】
現代版“魔女狩り”がおこなわれる日本。それを良しとしない「正義の
味方」と「平和警察」の戦い。さらに大きな視点から行動する者がい
て……。読み終わったときはこの作品のスケールの大きさに背筋が
ゾッとしました。

◆『図解　ミスが少ない人は必ずやっている　　
　〈書類・手帳・ノート〉の整理術』
　サンクチュアリ・パブリッシング
【内容紹介】
仕事のミスの85%は、整理術で解決できる! 電通、JTB、バンダイなど、
一流有名企業の“できる”社員を徹底取材。ファイリング術・手帳術・ノー
ト術の正解を手取り足取り教えます。
【感想】
仕事がテキパキやれる人になりたい！でもどうすれば…という人にお
すすめ。少し意識を変えることで、効率的に仕事が進むようになるか
も。自分もいろいろ試しています。

◆『旅猫リポート』　
　有川　浩 著（文藝春秋）
【内容紹介】
「さあ、行こう。これは僕らの最後の旅だ」 秘密を抱いた青年と１匹
の相棒が見る美しい景色、出会う懐かしい人々。その旅の行方は…。
現代最強のストーリーテラーによる、青年と猫のロードノベル。
【感想】
ある事情を抱えた主人公が、飼えなくなった相棒の新たな主を見つけ
る旅へ出る。しかし最終的には……
主人公と相棒の強いきずなを描いた物語にすごく感動しました。

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（６月15日～ 24日）
電　　話 ℡32－3794

弘
前
図
書
館

開館時間 10:00 ～ 18:00
 （祝日も開館します）
休　館　日 毎月第３木曜日
 蔵書点検期間
 （３月中、３日間程度）
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
 （３月中、４日間程度）
電　　話 ℡82－1651

岩
木
図
書
館

開館時間 9:30 ～ 17:00
 （祝日も開館します）
休　館　日 水曜日
 年末年始
 （12月29日～１月３日）
　 特別蔵書点検期間（年１回）
電　　話 ℡84－2316

（
や
す
ら
ぎ
館
内
）

相
馬
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

【職員紹介No５】
　昨年、10月の異動により図書館勤務になりま
した斎藤俊希です。
　異動から半年が経ち、ようやく図書館の仕事
に慣れてきたと思っています。

Ｑ．図書館での仕事内容、やりがいは？
　図書館の庶務と施設管理を主な仕事としてやって
います。
　庶務は教育委員会内でのやりとり、図書館業務に
おける必要な物品の発注、経理関係が主な仕事です。
施設管理は建物の維持、不具合が起きたときの対応
などが主な仕事です。建物の裏側というのは普段見
ることができないのですが、数多くの設備で建物が
稼働しているということを実感しました。また、業
者とのかかわりが多いので、丁寧な対応を心掛けて
います。

Ｑ．自身の「この一冊」は？
　一冊ではないですが、有川浩さんの「図書館戦争」
シリーズです。図書館に異動したので、名前で選び
読んでみました。本を「守る」ために戦うキャラク
ターたちの、涙あり、感動あり、ときに甘酸っぱい
お話しにすぐにとりこになってしまいました。

Ｑ．最近はまっていることは？
　ジョギングです。昨年の夏から秋にかけ、体重が
気になり始めました。冬はお休みしていて、最近再
開したのですが、いきなり走ったのが駄目だったら
しく足を痛め……、また休止状態です。医者から「も
う若くないので無理はしないように」と言われたの
はショックでした。

Ｑ．ひとこと。
　最近読書離れという話題がありますが、本を読む
ということは心のリフレッシュになると感じていま
す。なかなか本を読む機会がないという方、まずは
図書館に足を運んでみてはどうでしょうか。一般の
書店とはまた違った雰囲気があり、本のとりこにな
るかもしれません。

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


