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● 鎌倉市図書館のホームページ

蔵書検索、所蔵資料の予約、ご自分で借りているものの確認
などができます。
休館日や開館時間の確認にもご利用ください。

パソコンから
携帯電話から

https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp
https://lib.city.kamakura.kanagawa.jp/i

№105 目次
・予約資料が手元に届くまで · · · · · 1
・ある図書館の1日 · · · · · · · · · · · · · · 2～５
・図書館からのお知らせ · · · · · · · · · ６

●新聞の用意
●予約本を車にのせる
●ブックポスト処理
●書架整理
●行事や会議の確認をします
各館をまわります

図書館には他にも温度や
湿度をチェックしたり、
図書館をキレイに
そうじしたりしてくれる
人たちもいます。

予約取置棚に並べておきます。
取りに来られたら手渡します。

●貸出・返却…
本や雑誌は１枚のカードで10冊まで
ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤなどは３点まで
ほかにも、16㎜フィルムも貸出します。
資料は返却期限までにお返しください。
予約がなければ再貸出や延長も可能です。
大切なしおりなどが挟んだままになって
いないか確認をお願いします。

●本を選ぶ…データを入力したり、
カバーやバーコードをつけて
貸出せるようにします。
この図書館だよりをどういう内容に
するか、などの会議も実は見えない
ところで行われています。
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本に親しんでもらうきっかけを作る
ため年齢に応じたおはなし会を開催
しています。

◆小さな文字が見えにくい人のために「大活字本」
があります。１文字が あ ←このくらいです。
◆もっと字が大きい方が見やすいという人には
「拡大読書機」があります。
38倍まで大きくできます。
◆そして見えない方にも使えるのが「音声読書機
よむべえ」です。
まず、読みたい本のページを機械に取り込むと、
機械が文字を読み上げます。
「拡大読書機」「音声読書機よむべえ」は中央図書館２階にあります。

宅配（有料）

図書館

郷土資料って？？
地域に関する資料のこと。鎌倉市図書館では次のような資料を郷土資料として収集しています。
1．鎌倉に関する図書や雑誌、行政資料
2．神奈川県内に関する図書や雑誌、行政資料
3．日本の中世史に関する図書や雑誌
特に、1.については重点的に集めています。出版されたもののほか、地域で作成されたものな
ど、できる限り収集し、市民の皆さんが利用できるようにしたいと考えております。ご寄贈いた
だけるようでしたら、ぜひお近くの図書館へお知らせください。なお、郷土資料は館外貸出をし
ていませんが、貸出用が別にある場合もあります。職員へお尋ねください。

次のページで
詳しく説明するよ！
平日の木曜日と金曜日は
19:00 まで開館してるよ

閉館５分前に
●新聞の片付け
●返本・書架整理

音楽が流れます
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図書館職員（司書）が図書館の資料を使って調べ物のお
手伝いをするサービスです。図書館の窓口か電話で受け付
けています。
暮らしの中の疑問から、調査研究の資料探しまでお気軽
にお寄せください。
ただし、図書館ができるのは、参考になる資料を探すとこ
ろまでです。判断は調べる方ご自身で下してください。ま
た、学校の宿題の解答など応じられない場合もあります。

これまでに図書館で受け付けたレファレンスをいくつかご紹介します。
●「鎌倉時代にはどのようなお菓子を食べていたのか？」
【調べ方】
「鎌倉時代」「お菓子」がキーワードになりますが、範囲を広げて「食生活史」
を調べると探しやすくなります。
【何で調べたか】
R383.8 『日本食生活史』（渡辺実/著 吉川弘文館 1964）
R383.8 『たべもの日本史総覧』（新人物往来社 1994）などの図書を使用
【わかったこと】
蒸し羊羹はすでにあった。まんじゅうもこのころ伝播。
●「ここ数年の各国の砂糖の消費量を知りたい」
【調べ方】
統計情報は、最新の数値がほとんどインターネットで公開されています。農畜産
業振興機構のホームページ(http//www.alic.go.jp)には、主要国の１人あたりの
砂糖消費量が掲載されています。
【わかったこと】
2009年10月時点で、日本は１人あたり18.7kg。EU平均の38.2kgと比べる
とだいぶ少ないことがわかります。
●「庭で見つけた幼虫が、どのような蝶になるのか調べたい」
【調べ方】
写真が豊富な図鑑が便利です。
【何で調べたか】
R486.0『日本産幼虫図鑑』（学習研究社 2005）は幼虫と成虫の写真がカラ
ーで出ていて探しやすいです。
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「図書館と本屋さんってどこが違うの？」というのはよく聞く疑問です。
例えば、おうちでとっている新聞はある程度の期間でリサイクルに出す方も多い
かもしれません。
中央図書館では明治時代からの新聞（縮刷版と言って本形式にしたもの）を収集、
保存しています。ですから、あなたも自分が生まれた日にあったできごとを新聞で
見ることができます！
このように新しい本の収集するのと同時に古い資料も保存して読みたい方に提
供していくことは、書店とは違っている点であり、図書館で大切にしている仕事の
一つなのです。

Q

図書館に入って、一番驚いたことは？
A

Ｑ

利用者として、予約機能が便利でよく利用していたのですが、実
際に図書館で働いてみると、予約確保が一日に三度あり、確実に予
約者のお手元に届くために、細心の注意が払われていることに驚か
されました。
図書館に入って、一番嬉しかったことは？

Ａ

Ｑ

図書館に入って、一番困ったことは？大変だったことでも可。
Ａ

Ｑ

どんな仕事でもそうかもしれませんが、今まで見えていたものが
氷山の一角に過ぎなかったことを思い知らされました。

どんな本を読みますか？お勧めの本を教えてください。
Ａ

Ｑ

司書の資格をもっていないので、図書館についてや、蔵書の整理
法など知らないことが多く、申し訳なく思うことが多々ありまし
た。利用者に対してよりよいサービスを提供できないという点で大
変でした。

図書館のイメージ。利用者のときと、仕事をしてから。何か変わり
ましたか？
Ａ

Ｑ

図書館にいられれば幸せ、という性格なので、配属されたことそ
のものが一番うれしかったです。人と本とをつなぐお手伝いをでき
るのが、とても幸せに思っています。

子供のころからファンタジーが好きで、荻原規子さんの勾玉三部
作に始まり、今話題の上橋菜穂子さんの「獣の奏者」の新刊が気に
なっています。とはいえ、歴史、生物、言語、わりと隔たりなく読
む気がします。

鎌倉に来てみて、どうですか？
Ａ

まだまだ短い期間ですので、鎌倉の特色をとらえきれていない部
分はありますが、休みの日に散歩場所に事欠かないほど、お寺がた
くさんあるのがうれしいです。
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朗読音声をCDに記録して、読み上げる「デイジー」という
視覚障害者向けの録音図書がありますが、ご存知でしょうか。
鎌倉市図書館では、平成19年よりデイジーの貸し出しをして
いますが、11月１日より読み上げるための機械「プレクスト
ーク」の貸し出しも開始します。対象は、市内在住で、視覚
に障害のある方かあるいは、本の形では読書ができない方で
す。
尚、CDの一覧はWEBにもあります。
窓口は中央図書館（25－2611）です。
デイジー再生機
お気軽にお問い合わせください。
「プレクストーク」

タイトル

あのとき始まったことの
すべて
裏庭
限りなく透明に近いブルー
空中ブランコ
砂糖菓子の弾丸は撃ち抜
けない
砂漠
スカイ・クロラ（2 人）
DIVE！！

９月９日、県立鎌倉高等学校とコラボ企画
でおすすめの本のポップを作成しました。こ
の様子はJCN鎌倉テレビ（７days）でも取
り上げられました。
高校図書館（９月９日～９月31日）と中
央図書館（10月５日～11月３日）まで投票
を行って、ポップ大賞を選び、その後書店等
でも展示の予定です。

図書館ねこデューイ

鎌倉市中央図書館

〒248-0012

鎌倉市御成町20-35

角川書店

梨木香歩／著
村上龍／著
奥田英朗／著

新潮社
講談社
文藝春秋

桜庭一樹／著

角川書店

伊坂幸太郎／著
森博嗣／著
森絵都／著

実業之日本社
中央公論新社
講談社
アスキー・メディ
アワークス

ヴィッキー・
マイロン／著
村上春樹／著
伊藤計劃／著
芦原すなお／著
西尾維新／著

早川書房
ニュートンプレス
講談社
早川書房
ジャイブ
講談社

あさのあつこ／著 角川書店
東野圭吾／著

毎日新聞社

J.K.ローリング／著 静山社
有川浩／著

幻冬舎

円地文子／著

世界文化社

宮部みゆき／著

角川書店

川上弘美／著

文藝春秋

赤川次郎／著

角川書店

ヨシナガ

イースト・プレス

香月日輪／著

講談社

森見登美彦／著

角川書店

東野圭吾／著

文藝春秋

 0467（25）2611

鎌倉市の図書館：腰越図書館(33)0711

深沢図書館(48)0022

大船図書館(45)7710

玉縄図書館(44)2218
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出版社

中村航／著

探偵・花咲太郎は閃かない 入間人間／著

Newton
ノルウェイの森
ハーモニー
Heart Beat
化物語
バッテリー
パラドックス 13
Harry Potter シリーズ
阪急電車
（２人）
ビジュアル版 源氏物語
ブレイブ・ストーリー
蛇を踏む
三毛猫ホームズの騒霊騒動
ゆかいな誤変換。
妖怪アパートの優雅な日常
四畳半神話大系
予知夢

編集・発行

著者

