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　人生は予測がつかないから面白い。四十五歳まで
は、文章を書くなど思いもしなかった。子育てを終
え、好きなことをやり、気がついたら「弘前文学学校」
を立ち上げ、いつの間にか十七年になる。
　遺伝子のパイオニア（ディーン・ヘイマー）の著
書「遺伝子があなたをそうさせる」を読み、朝霧が
晴れるように見えてきたものがある。
　考えてみると、父が文系だったと思えるエピソー
ドは沢山ある。
　高校を卒業し、家を出て美容院に住み込む前夜、
頼んだ訳でもないのに、私の目の前で書いてくれた
詩が、五十年経った今も手元にある。
　「贐乃言葉　極楽も地獄もありし人生なり　泣く程
に苦しむ時こそ思い出せ　父の一語が身にしみる　
楽につけ苦しい時こそ思い出せ　母も此の時あった
のだ　定男」
　農作業している姿しかみていないので、目の前
でスラスラ書いた時は、のけ反るほどびっくりし
た。明日から、他人の釜の飯を食う娘が、不憫で書
かずにいられなかったのだろう。また、囲炉裏の灰に、
火箸でなにやら書いては消す姿も記憶にある。
　台風でリンゴが大きな被害を受けたとき、ガック
リきてる家族を前に「来年こそ……百姓には来年が
あるからいい」と言った。私が自分の名前の由来を
尋ねたときは「女は嫁に行く、どんな名字にも合い

どこにもない名前」と応えた。ちなみに同じ名の人
には一度もあっていない。
　何でもない一言を今でも覚えているのは、兄妹で
も私だけで、今思うと、父にしか言えない言葉だと、
私が嗅ぎ取ったからだと思う。こうした父の言葉を
たどる時、私の心は和む。学歴もなく、稚拙な文し
か書けなくても、それでも私がここ（文学を学ぶ場）
にいるのは、父の遺伝子に導かれているような気が
し、安堵感さえ覚える。
　父は封建的な農家の婿養子。当時、家にある読
み物は「家の光」「地上」「東奥日報」くらい。父が、
くつろいで読書している姿は記憶にない。婿という
立場上、雨天だからと本を読んでいる暇もなかった
と思う。先にあげた本には、「人は真っ白で生まれて
くるのではない。親の遺伝子を持ち、すでに何者か
として生まれてくる。……遺伝子だけが全てではな
いが、幸福感、努力、あるいは愛などの面で、自分
の遺伝的な形質をいちばん上手に活用する人々が最
も成功する」とあり、思わず唸ってしまった。
　私は、ストレスで眠れなくなった時、とにかく本
を開いた。本に逃げ、本に救われてきた。夢中で読
んでいると、いつの間にか負の感情が薄まる術を知
り、生きることが楽になった。
　孫達が、婆のＤＮＡを継ぎ、ＩＴ社会に絡められ
る前に、読書の醍醐味を知って欲しいと願っている。

 （弘前文学学校事務局）
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☆特集☆  

◆インターネットサービスについて◆
　みなさんは、図書館のインターネットサービス
を利用されたことはありますか？
　弘前市立図書館のインターネットサービスで
は、図書館のホームページから、資料の検索や予
約などができ、図書館を便利に活用することがで
きます。

～利用できるサービス～
○蔵書検索
　作品名や作者名などを入力いただくことで、希
望の資料を表示します。
◎予約
　資料の貸出予約を行うことができます(雑誌は
除く)。貸出中の資料の場合は、返却までお待ち
いただきます。
◎利用状況確認
　返却予定日や、予約の順番待ち人数の利用状況
を確認できます。
◎メールアドレスの登録・変更
　予約本の連絡等で、図書館から連絡を差し上げ
る際のメールアドレスを登録・変更できます。
◎新着図書案内配信サービス
　指定いただいた条件にあてはまる新刊図書の情
報をメールでご案内します。
※◎印のサービスの利用には、パスワードを発行
　のうえ、ユーザーログインが必要になります。

～パスワードの発行方法～
　弘前図書館、岩木図書館、相馬ライブラリー、
こども絵本の森で仮パスワードを発行しますの
で、図書館カードを受付カウンターで提示してく
ださい。(電話では受付けできません。) 
　なお、カード作成の際にも、仮パスワードの発
行は可能ですので、気軽に申し付けてください。
　仮パスワードが発行されましたら、館内の利用
者端末または弘前市立図書館ホームページの蔵書
検索・予約ページより、自分が希望するパスワー
ドへ変更することを推奨します。その際、パスワー
ドは英数字６桁でお願いします。

～ご利用の流れ～
⑴弘前市立図書館ホームページ
（アドレス： http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
tosho/index.html）にアクセスする。
⑵メニューの「蔵書検索・予約」をクリックする。

⑶ログインタブを選択し、図書館カード番号及び
パスワードを入力してログインする。

～ログイン時の注意点～
　パスワードとあわせて入力する図書館カードの
番号は、カードのバーコード下の数字となります。
（ハイフン「－」は不要です。）

　インターネットサービスを活用することで、普
段図書館にいらっしゃる時間がない方にとっては
もちろん、日ごろ利用される方にとっても、図書
館がより手軽に利用できます。

ここをクリック
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◆移動図書館車　「はとぶえ号」からのお知らせ◆

■平成28年度移動図書館「はとぶえ号」の追加・変更巡回日程

　「はとぶえ号」は、市内24カ所のステーションを火・水・金・土曜日に巡回し、本の貸し出しなどを行います。
９月13日から新たに裾野小学校を巡回します。それに伴い新和小学校の巡回週が変わりますので、確認の上
ご利用ください。

曜日 駐車時間 ステーション 巡回初日
火 午前 10：00～10：40 新和小学校 ９月6日　
火 午前 10：00～10：40 裾野小学校 ９月13日

　　　　　　◆図書館協議会を開催◆　－委員９人に委嘱状－
　８月１日、弘前市立図書館協議会が開かれ、委員９人に委嘱状が交付されました。
　２年間の任期満了に伴う改選により、再任３名、一般公募委員を含めた新任６名が選ばれました。
　佐々木教育長が「指定管理者制度の導入効果を市民に実感いただけるような図書館にしていくために、市民目線か
らの提言を期待しています」とあいさつ。組織会に引き続いて各案件が審議されました。
　今後、図書館協議会では、図書館の運営やサービス内容に関して、利用者やボランティアから寄せられた意見や提
案をもとに、館長に対して改善や検討を要請していくことになります。
【図書館協議会委員】◎工藤　美代子（学校教育関係）　◎竹内　徹（学校教育関係）　◎境　江利子（社会教育関係）
　　　　　　　　　　◎田澤　京子（家庭教育関係）　◎成田　津美子（家庭教育関係）　◎松本　大（学識経験者）　
　　　　　　　　　　◎髙嶋　敬子（学識経験者）　◎島田　しのぶ（一般公募）　◎渡邊　貴子（一般公募）

ブックスタート
～絵本を通して　赤ちゃんと楽しいひとときを～　
　赤ちゃんといっしょの時間を過ごし、愛情にあふれた「ことば」を語りかけることで、赤ちゃんは
自分が大切にされ愛されていることをしり、喜びを感じます。
　赤ちゃんに抱っこのあたたかさの中で優しく語りかける時間を持ってもらうために、弘前市にお住
まいの赤ちゃんに 絵本２冊を含むブックスタートパック をプレゼントしています。

対象者
弘前市にお住まいの０歳児と保護者

受取期間
引換券到着日から １歳の誕生日の月末 まで
（※引換券は、対象者に健康づくり推進課より、
　　　 予防接種券等と併せて送られています。）

受取場所
こども絵本の森(駅前町ヒロロ３階)
時　間　午前10時～午後６時
休館日　毎月第３木曜日、特別蔵書点検期間（年１回・３月）
※なお、弘前図書館・岩木図書館・相馬ライブラリーでも対応します。

「ブックスタート引換券」を無くした方へ 
　お子さんの氏名・住所・生年月日を確認できるものをお持ちください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（母子健康手帳・健康保険証等）

問い合わせ先：　こども絵本の森　☎35－0155　／　弘前図書館　☎32－3794

ブックスタートパック の内容
・絵本２冊
・イラスト・アドバイス集
・ブックスタート赤ちゃん絵本リスト
・ブックスタートおはなしかいのお知らせ
・図書館カード申込書
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◆古文書よもやま秘話のつどい◆

◆図書館のお仕事やってみ隊◆

◆第21回夏休みおはなし会◆

◆全国訪問おはなし隊◆

　弘前図書館では、毎年「初級・中級の古文書読み方
講習会」を開催していますが、今回初めての企画とし
て『古文書よもやま秘話のつどい』を開きました。
　藩主の書状から読み解く弘前藩での生活や習慣、よ
もやま話などを講師の田澤　正（弘前古文書教室　顧
問）さんがユーモラスに解説してくれました。
　６月25日から毎週土曜日の４回にわたって開かれた
『秘話のつどい』には、古文書や弘前藩に興味を持つ延
べ200人の方々が参加してくれました。
　好評につき、今年度中に第２回目を開催する予定で
す。歴史的、文化的に貴重とされる弘前藩の古文書に
ふれる機会に是非ご参加ください。

【講座内容】
・津輕越中守寧親書簡一嗣子・信順のこと
・津輕信順引退願い書きと引
退理由

・津輕順承跡目相続の自筆写
し・黒石家からの養子入り
事情と引退事情

・若殿様・ミイラ殿様・御叙
爵と御逝去一件

・若殿様の婚約者・たま姫の
書簡

　小学生に図書館の仕事を体験してもらい、図
書館に関する知識や技術を得ることで、図書館
や本に親近感を持ってもらうために、毎年夏休
みの２日間を利用して行っています。
　１日目は、弘前図書館を見学しながら、作業
中の職員から仕事内容を聞いたり、チームに分
かれて本探しゲームをしたりして、本の分類や
整理の大切さについて学びました。
　２日目は、本を保護するための薄いフィルム
を貼る作業や閲覧室カウンターで本の貸出、返
却作業など実践的な仕事を体験しました。
　閉校式で弘前図書館準職員に任命された子ど
もたちは「体験してみて、将来ますます本に係
わる仕事をしてみたいと思った」と感想を話し
てくれました。
　弘前図書館準職員
がおすすめする本を、
閲覧室子どもコー
ナーで展示、貸出す
る予定です。

　毎年恒例の夏休みおはなし会が、７月
23日に弘前図書館で行われました。
　今年は「おはなしボックス」の皆さんが、
ボランティアで語り手を担当してくださ
いました。
　はじまりは、「トラネコとクロネコ」を
朗読劇風に行いました。続いて、「お化け
の真夏日」、「おめんです」、「ハンタイお
ばけ」の絵本、また、パネルシアターで「さ
んまいのおふだ」や、「火事」の新聞紙マ
ジックを見せてくれました。
　子ども達は夏にぴったりのたくさんの
おはなしを、いろいろな形で楽しみまし
た。
　これから
もたくさん
の本と出合
い、楽しん
でほしいと
思います。

　８月11日に講談社ブックキャラバン「本とあ
そぼうおはなし隊」が弘前図書館を訪問してく
れました。
　大きなバスの側面が開き、約550冊の絵本が
本棚に並んでいる様子を見て、子どもたちは「お
部屋みたい！」と喜んでいました。
　日差しが強い暑い日でしたが、日蔭のシート
の上に座って絵本を広げ、「外で本を読むのも気
持ちがいい」と何冊も読んでくれました。
　２階の視聴覚室では、おはなし会を開催しま
した。「ショコラちゃんのおでかけドライブ」と
いう大きな紙芝居は一緒に声をだして読んだり
「せんそうしない」という絵本は、子どもたちも
静かに考えている様子で聞き入っていました。
　外で絵本を読ん
だり、おはなしを
聞いたり、子ども
たちには、夏の貴
重な思い出になっ
たようです。

◎夏の図書館イベントの様子◎
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○初級古文書読み方講習会○  

日　時　平成28年10月１日・８日・15日・22日（各土）　午後２時から４時まで
場　所　弘前図書館　２階　視聴覚室
講　師　荻野　看生子さん（「弘前古文書解読会」前会長）
対　象　高校生以上（主に初心者）
定　員　30人
受講料　無料　※ただし、テキスト代として700円が必要です。
募集期間　平成28年９月15日（木）～※定員になり次第締め切り
申込方法　事前に電話または直接、弘前図書館までお申し込みください。
問い合わせ　弘前図書館　℡32-3794

○第33回おはなしと読み聞かせ講習会○  

日　時　平成28年10月29日（土）午後２時から４時まで
場　所　弘前図書館　２階　会議室
講　師　髙嶋　敬子さん（JPIC読書アドバイザー）
内　容　おはなし会実施のための実技・実演方法、おはなし会の情報交換
対　象　読み聞かせのボランティア(経験不問)、職場で必要とする人
定　員　30人
受講料　無料
募集期間　平成28年10月５日（水）～※定員になり次第締め切り
申込方法　事前に電話または直接、弘前図書館までお申し込みください。
問い合わせ　弘前図書館　℡32-3794

○古雑誌の無料提供○  

　保存期間を満了した雑誌を無料で差し上げます。来館の際は、持ち帰り用の袋
などを持参してください。お一人様５冊までとなります。

日　時　平成28年10月29日(土)　午前９時30分から
場　所　弘前図書館　２階　視聴覚室
※数に限りがあり、なくなり次第終了します。

◆「街歩きの魅力」写真展◆  
　７月４日から10日まで、こども絵本の森において「街歩きの魅力再発見」と題した写真展が開
催されました。
　この写真展は、弘前図書館所蔵の写真集「弘前散歩」の著者である辻栄一さんの協力で開かれ
ました。季節感が盛り込まれた市内の建物や路地など45点の写真を見た人からは、「通勤や通学
などで日頃から目にしているのに、懐かしさや暖かさを感じ、弘前がますます好きになった」といっ
た感想が数多く寄せられました。
　展示された写真はプレゼントされるとあって、166人もの応募があり、抽選の結果45人が幸運
を手にしました。

◆「こぎんのシオリづくり」講習会◆  
　夏休みの小学生を対象に「こぎんのシオリづくり講習会」が８月６日、ヒロロ３階の会議室で
開かれ、小学３年生から６年生までの20人が参加しました。
　市内でこぎん展示館を主宰する佐藤陽子さんから、「最初は、ひと目、ひと目を拾うのが大変だ
けど、すぐに覚えるから安心して挑戦しましょう」と声をかけられた子どもたちでしたが、普段
持ちなれない針と糸に四苦八苦。それでも一心不乱に麻生地に糸を通し、およそ１時間かけて何
とか自分だけのシオリを完成させました。
　講師の佐藤さんは、「これからも本好きの子どもたちに、郷土の特色や伝統を伝えていきたい」
と抱負を語ってくれました。

◎今後のお知らせ◎
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◆『青函連絡船の人びと』
　本橋　成一 写真／佐藤　滋 文（津軽書房）
【内容紹介】
連絡船を待つ人たち、デッキで海を見る人たち、乗組員のプライベー
ト…。青函連絡船での“時間”そして“青函連絡船の人びと”を、モノク
ロ写真で見つめ直す。『母の友』掲載をもとに書籍化。

◆『怪談実話傑作選 弔』
　黒木　あるじ 著（竹書房）
【内容紹介】
著者は、弘前市出身。恐怖の爪痕が永遠に體と心を蝕む！　実話怪談
単著デビューから６年、1000話以上の怪談を送り出してきた黒木ある
じの初のベスト傑作選がいよいよ登場！　厳選された最恐の59編と書
き下ろし６編を収録。どこまでも冥く底が見えない怪異を描く怒涛の
黒木ワールドを堪能できる珠玉の一冊。

◆『あおもり見っけ隊が行く!! 
　　　～青森ＬＯＶＥ最強キャラ旅ガイド～』　
　泰斗舎 企画・取材（泰斗舎）
【内容紹介】
青森ＬＯＶＥの最強まんがキャラクターが旅案内。青森県内のとって
おきグルメをはじめ、アウトドア、アミューズメントなどのレジャー
施設と温泉宿泊施設も満載。八戸・種差海岸、八甲田八幡平国立公園、
弘前公園の３大特集は見ごたえ十分。野生植物、野鳥など豊かで美し
い青森県の自然も余すことなく紹介!!青森県観光ガイドの決定版がつ
いに発刊!!!
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◆『わたしのスター日記』　
　髙瀨　霜石 著　柴田 拓 イラスト（北方新社）
【内容紹介】
若尾文子、三船敏郎、ブルース・ウィリス、チャン・ツィイー…。柳
人として知られる髙瀨霜石が知性と好奇心の赴くまま書き連ねた名優
放浪。柴田拓によるカラーイラストも掲載。
『陸奥新報』連載を書籍化。

◆『地方都市とローカリティ』
　杉山　祐子・山口　恵子 著（弘前大学出版会）
【内容紹介】
職人、個人商店…。近代化が進む中で地方都市の自営業主は変化にど
う対応してきたのか。弘前市を対象として、移動と継承に注目し、そ
の実践を明らかにするとともに、地方都市のローカリティの生成・再
編過程を検討する。

◆『映画「高村光太郎」を提案します』
　福井　次郎 著（言視舎）
【内容紹介】
十和田湖「乙女の像」の謎とは何か？　なぜ智恵子は自殺しようとし
たのか？　なぜ光太郎は「戦争協力詩」を書いたのか？　没後60年、
人間・高村光太郎の数々の謎を解きながら、映像化を提案する異色の
評伝。

順位 書　　　　名 著者名 予約人数 所蔵冊数

① 羊と鋼の森 宮下　奈都 62人 6冊

② 希望荘 宮部みゆき 50人 4冊

③ 天才 石原慎太郎 49人 5冊

④ 海の見える理髪店 荻原　　浩 48人 4冊

⑤ ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ 32人 4冊

順位 書　　　　名 著者名 予約人数 所蔵冊数

⑥ 陸王 池井戸　潤 28人 4冊

⑦ 君の膵臓をたべたい 住野　よる 24人 4冊

⑧ コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和 21人 3冊

⑧ 人魚の眠る家 東野　圭吾 21人 7冊

⑩ カエルの楽園 百田　尚樹 15人 4冊

予約図書上位ランキング 2016年８月10日現在
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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）
　 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No６】
　こんにちは。図書館勤務８年目の齋藤佳那です。
　最初はサービス係でカウンター業務をしてい
ました。
　ヒロロオープンと同時にこども絵本の森へ。
　今年の４月から本館勤務となりました。カウ
ンターにも出ていますので、これからよろしく
お願いします！

Ｑ．仕事の内容、やりがいは？
　私は主に２階の複写製本室で、東奥日報と陸奥新
報の縮刷版用のコピーをしたり、りんごや郷土作家
に関する記事などのクリッピングをしています。
　新聞はまずバラバラにし、半分に切ります。それ
を両面コピーしていきます。
　新聞の余白は１枚１枚違うので微調整をしながら
コピーするのに慣れてきました。自分でコピーした
ものがこの先も図書館に残っていくのかと思うと感
慨深いです。
　２階調査室には東奥日報、陸奥新報の縮刷版があ
ります。自分の生まれた日の新聞を読んでみるのも
おもしろいですよ。
　調査室に来たことのない方はぜひ一度足を運んで
みて下さい♪

Ｑ．私のおすすめ
　絵もおはなしも好きでおすすめしているのは
～１人だったらけん・ひろし・くみ。でも３人まと
めて「わんぱくだん」～の『わんぱくだん』シリー
ズです。

　はらっぱがジャングルに !?　汽車に乗って空の旅
へ !?　砂場から砂漠へ…!?　などわんぱくだんの３
人が遊んでいると、なんだか夢みたいな不思議なこ
とが起こるんです。
　わんぱくだんの３人と一緒にハラハラ・ドキドキ
しませんか♪
　他にも『くすのきだんち』シリーズや工藤ノリコ
さんが描いた絵本もおすすめです。

Ｑ．ひとこと。
　最近は手軽さもあり電子書籍が人気ですね。
　本を借りに来ること、本の重さも大変です。でも、
紙の本には、紙なりの良さが沢山あります。本って
いいなあと日々感じています。
　私が返本するとき、閲覧室中を歩き回ります。そ
うすると「この本ってここにあるんだ！」や「タイ
トルが気になるな～」など発見や出会いがあります。
　皆さんも閲覧室内をゆっくり回ってみませんか？
　今まで読んだことのないジャンルに出会うかもし
れませんよ。
　図書館で楽しいひとときを…♪

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


