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図書館まつり
今年で

10 年目！
平成 29（2017）年 10 月 22 日（日）～11 月９日（木）
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★市民協働事業 連続講座第三回
玉縄の江戸から現代へ
「玉縄歴史の会」関根肇講師の紹介で貴重な写真や
資料を見ながら、江戸時代から現代までのお話を伺
いました。台風等の影響で参加者は少な目でしたが、
みなさん熱心にお話を聞き、玉縄の歴史について知
識を深める機会となりました。図書館からも郷土の
資料も紹介し、改めて地元を知るための資料が図書
館にあることをお知らせできました。
10 月 22 日（玉縄学習センター）14 名参加。

★ＰＯＰをつくろう！展示
図書館まつり期間中に、小・中学生の参加を募っ
て、ＰＯＰ展示を市内全館で行いました。ここで
紹介された本を展示しました。展示を見て多くの
本が借りられていきましたよ！
19 作品 10 月 20 日～11 月 20 日

★むかしばなしの扉をあけると…
同じ昔話でも語り伝えられた地方や再話ごとに
違いがあります！…そんな昔話のバリエーション
を比較できる展示となりました。展示期間中は３回
のお話会を開催、参加者の皆さんはとても楽しんで
いました。
10 月 27 日・28 日（中央図書館）35 名参加。

★躍動の祭シリーズ
台風２２号により大雨警報が出される中、開催された１６
ミリフィルム上映会。「那智の火祭り」
、「相馬野馬追い」、
「諏訪の御柱」が上映されましたが、上映が終わる毎に拍
手が沸きあがるほど、みなさん引き込まれていました。祭
りを支える地元の人々、神様、雄大な自然と一体になった
情熱を感じられました。
10 月 29 日（深沢学習センター）18 名参加。
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★活字から聴こえてくる音
閉館後の大船図書館に、鎌倉ゆかりのフルート奏者・
吉川久子さんをお迎えして、音楽からつむがれる物語
をテーマにした対談と、吉川さんによるフルートコン
サートが行われました。本に囲まれて音楽を聴く、図
書館では珍しいひと時をすごしました。
11 月 1 日（大船図書館）67 名参加。

★田邊松坡～教育者・漢学者・家庭人
鎌倉図書館の貴重コレクションの一つである「田邊松坡文
庫」
。逗子開成中学校・高校元校長・袴田潤一氏より、逗
子開成中学校・高校や鎌倉女学院の創立者である田邊新之
助 （松坡）の功績や人柄を知るさまざまなお話をうかが
いました。最後に図書館から「田邊松坡文庫」の貴重な書
籍や額、参考資料などを紹介し、参加者にも好評でした。
11 月 3 日（中央図書館）52 名参加。

★座談会「鎌倉にふさわしい近現代史資料の収集・保存・活用について」
近現代史シリーズも今年で４回目。保存施設と活用環境が整わないと貴重な資料が散逸する恐れがある、
という危機感から会場からもさまざまな意見が出されました。
「過去の記憶と未来への展望が歴史を作る
のに近代史を学ぶ手段や場所がない。」「大学の人材と利活用のノウハウを得て文化政策を構築したい。
」
「市民と行政との協働の経験から、市民が関われる形での運営を考えたい。」「見える収蔵機能の確保が
世代間ギャップを埋め、アイデンティティをはぐくむ。教育が一番大切。
」「どんな資料があるのかわか
るようになっていることが先決。データベースや目録作りができることで説得力が増す。」等々。
鎌倉にふさわしい文書館資料館のあり方について、議論が深まりました。
11 月 3 日（中央図書館）31 名参加。

参加者のみなさんにも、近代史資料室の貴重かつ膨
大な資料を見ていただきました
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★日本遺産・鎌倉の別荘地文化に由来する歴史的風致とは
鎌倉の近代史を彩る別荘地文化をさぐる４本立て。
 鎌倉の歴史まちづくりについて、近代の歴史にも光をあてられる機会が増えてきました。「鎌倉
市歴史的風致維持向上計画」担当者が注目するのは今も残る別荘地の面影です。
 昨年日本遺産に認定された鎌倉ですが、別荘族のスポンサーシップや多彩な人物史等まだ見落と
されている部分があるのではという提起がされました。
 近代鎌倉の文化遺産保護と鎌倉国宝館ができるまでの流れから鎌倉と政財界人との強い係わり
が見えてきます。
 最後は、近代史資料室で所蔵している絵葉書の文面を読み解きました。当時の風景がわかるだけ
でなく、そこに書かれていたのは別荘に滞在していた華族の姉妹たちの気軽な文通。鎌倉の町の
様子や暮らしぶりがこまめに交換されています。メールに書かれた「それでは御機嫌よう」「○
○様 御もとへ」の文字がぐっときます。
11 月 4 日（中央図書館）23 名参加。

★長谷・柴崎牛乳店の明治・大正・昭和
-歴史のクロスポイントを探る牛乳が私たちの生活の中にどのように根付いてきた
のか、牧場も営みながら、別荘族との交流から、戦中戦
後、高度経済成長期の宅地開発、現代へとつながる歴史
をたどります。当時の暮らしを朗読も交えながら、時代
と一家の生活が交わる瞬間が生き生きとよみがえる発
表でした。
11 月 4 日（中央図書館）25 名参加。

★イモ掘り体験 in 広町
市民協働事業の一環で「図書館とともだち・鎌倉」
と共催し、「ＮＰＯ法人鎌倉広町の森市民の会」の
協力を得て企画、予定していた 10 月 22 日（土）
＜申込は 60 名＞は台風で中止となりましたが、11
月 5 日に参加申込者に呼びかけて開催しました。本
を紹介しながらおイモクイズをしたり、おイモの歌
を歌ったりした後、青空の下、本の貸出をしました。
その後、畑でたくさんのサツマイモを掘りました。
子ども達は夢中でおイモ掘りをしていました。青空
図書館企画も２回目です。
11 月 5 日（広町緑地）23 名参加。
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★大人のおはなしかい・かみしばい
大人向けの紙芝居を演じました！
「四季の会」の「モトノ木阿弥さん」により、
演目は昔懐かしい『金色夜叉』のほか、バロン西
をモデルにした『お前も取った金メダル』
、『あな
たならどうする』などの手作り紙芝居も上演され
ました。
最後に、易者に扮したモトノ木阿弥さんより、
大道芸口上の「六魔」も上演されました。
11 月 5 日（中央図書館）15 名参加。

★ファンタスティック☆カフェ
今年も図書館で薫り高い一杯をお楽しみいただける「ファ
ンタスティック☆カフェ」が開催されました。
芳しい香り漂う部屋で、
“珈琲野郎”によるドリップ珈琲を
片手に優雅な午後のひとときでした。また、コーヒーのおい
しい淹れ方ミニ講座もあり、素敵な時間になりました。
11 月 6 日（中央図書館）80 名参加。

今年度のファンタスティック☆ライブラリーも、実行委員会のみなさまのご協力のもと無事に終了
することができました。次回もお楽しみに！！

★暮らしのお役立ち講座＠としょかん
今年は図書館と神奈川県行政書士会鎌倉支部のコラボ
企画で、「インターネットをめぐる消費者トラブルを防ご
う!!」が開催されました。私たちの生活に欠かせない道具
となった「インターネット」ですが、便利な反面思いがけ
ないトラブルに巻き込まれる可能性も秘めてます。
講座では、
「動画閲覧の利用料を架空に請求された」
「迷
惑メールと気づかずに案内されるまま有料サイトに登録
してしまった」などの事例をとりあげ、トラブルに遭って
しまった人の原因について考えました。参加者からの質問
も多く、活気ある会になりました。
もしトラブルに遭遇してしまったら消費者センターに
通報する、インターネットを利用していて「おかしいな」
と思ったときは「街の法律家」である行政書士に相談する
のもひとつの手だそうです。
12 月 9 日（玉縄学習センター）15 名参加。

講師は行政書士の遠峰俊一郎先生
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★サキヨミ！
●川喜多アワー
川喜多映画記念館の 企画展「巨匠が愛した女優たち」の
見どころをキュレーターが、ギュッと掘り下げて解説！
電話（0467-25-2611）またはメール
（kama-lib@kanagawa.email.ne.jp）でお申込ください。
メールの場合は件名に催し名【川喜多アワー】を明記の上、
文面に氏名･連絡先をご記入ください。
鎌倉市川喜多映画記念館とのコラボシリーズです。
開催日：2018 年 1 月 13 日（土）
場所：鎌倉市中央図書館 ３階多目的室
● サイエンスカフェ
「鎌倉高校に聞く！科学研究会による鉄の話第２弾！」を３月に企画中です。

●未来の図書館を一緒に考えませんか？
利用者懇談会またはワークショップなどでこれからの図書館を考える催しを企画中です。

●３月の展示会
３月は自殺対策強化月間です。展示を市民健康課とコラボで企画中。
詳しくはちらし、ポスター、ＷＥＢなどでお知らせします。

図書館の開館時間変更についてのアンケート集計結果

公表しています!!

平成 29 年 6 月から 8 月にかけて玉縄・大船図書館の開館時間変更についてのアンケートを
実施し、たくさんの回答をいただきました。みなさまご協力ありがとうございました。
集計結果の詳細は、鎌倉市の図書館ほか、図書館ホームページでご覧いただけます。
実施期間：平成 29 年６月１日～８月 31 日

配布場所：各図書館、各支所、
（改訂後アンケートのみ）大船玉縄地域小中学校
回収場所：各図書館、大船・鎌倉駅ブックポスト

（６月配布分と７・８月配布分の２種類あり）
＊７月以降のアンケートでは、「サービスが限定される」という姿勢は、鎌倉市全体の行政
サービスを向上させていこうという中で表記することはそぐわないため、その部分を削除した 。

１ 全回答者数
＜６月配布アンケート＞

「サービスが限定されても」の注記なし

633

（１） 玉縄図書館の開館時間

みなさまからいただいた声は、
今後の図書館運営の参考に
させていただきます。

＜改訂後７・８月配布アンケート＞

★…「サービスが限定されても」の注記あり
６月配布分のアンケート回収数

＊配布場所と回収場所、及び利用図書館は必ずしも同じではない。

７・８月配布分のアンケート回収数

241

（３） 大船図書館の開館時間

（２） 玉縄図書館の開館時間

全日9-17時

173

27%

全日9-17時

42

17%

木金19時まで

全日10-18時

75

12%

全日10-18時

30

13%

最終金のみ20時まで

★木金19時まで

129

20%

木金19時まで

75

31%

未記入

256

41%

未記入

94

39%

未記入
41%

全日9-17時
17%

全日917時
27%

未記入
39%

全日10-18時
12%

編集：鎌倉市中央図書館
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全日10-18時
13%

〒248-0012

鎌倉市の図書館：腰越図書館(33)0711

45%

木金19時まで

85

35%

72

11%

最終金のみ20時まで

26

11%

★20時までを増

120

19%

20時までを増

69

29%

未記入

158

25%

未記入

61

25%

未記入
25%

未記入
25%

木金19時まで
31%

★木金19時まで
20%

（４） 大船図書館の開館時間

283

★20時ま でを増
19%

木金19時まで
35%

木金19時まで
45%
20時ま でを増
29%

最終金のみ20時まで
11%

鎌倉市御成町 20-35

深沢図書館(48)0022

大船図書館(45)7710

 0467（25）2611
玉縄図書館(44)2218

最終金のみ20時まで
11%

