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明治１５０年イベント終了

右奥の壁に「五日市憲法草案全文」(写) を掲示 (中央図書館２階)
平成３０年は明治元年から数えて１５０年目

文」(写)等を掲示しました。こちらは、所有者

に当たり、日本の近代化への道のりを振り返る

から期間限定の著作権使用許諾を得て、あきる

ためのさまざまな記念イベントが全国各地で行

野市からデジタルアーカイブ画像を借用し印

われました。

刷・掲示したものです。

東大和市立図書館では、中央・桜が丘・清原
の３館合同で「明治１５０年記念展示」として

「明治１５０年記念展示」

明治期発行の新聞集成や教科書復刻本等の資料

◎ 平成３０年９月２６日(水)

を展示するとともに、中央図書館では３回にわ

～１０月３１日(水)

たり地域資料展を開催し、
『明治１５０年特集』
と題して明治期の東大和周辺に関する資料を展

「地域資料展『明治１５０年特集』
」

示しました。

① 平成３０年３月２２日(木)

また、関連イベントとして、歴史をテーマに

～４月９日(月)

市内中高生によるビブリオバトルを開催しまし

② 平成３０年８月２９日(水)

た。

～９月２３日(日)

展示期間中、中央図書館展示コーナーでは、

③ 平成３０年１２月１９日(水)

市内で執筆されたとされる「五日市憲法草案全

～平成３１年１月１３日(日)
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第２回 ビブリオバトル 開催 ！
平成３０年１０月２１日(日)に中央図書館

ビブリオバトル公式ルール

で、明治１５０年記念展示関連イベント「第

①発表参加者が読んで面白いと思った本を持って

２回ビブリオバトル」を開催しました。

集まる。

今回のテーマは、明治１５０年にちなんで

②順番に一人５分間で本を紹介する。

「歴史」
。市内の中学生・高校生を対象にチラ

③それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に

シ、図書館ホームページ等でバトラーの募集

関するディスカッションを２～３分行う。

をしたところ、８組９人の応募がありまし

④全ての発表が終了した後に「どの本が一番読み

た。

たくなったか？」を基準とした投票を参加者全

バトラーの皆さんに持ち寄っていただいた

員一票で行い、最多票を集めたものを『チャン

本は、歴史の物語あり解説書あり、
「歴史」か

プ本』とする。

ら「時間の流れ」とテーマを広くとらえて近

(ビブリオバトル公式サイトより)

未来を舞台にした小説あり、と多種に分かれ
ました。また、発表では、小物を用いたり２
人で紹介したり、さまざまに工夫を凝らして
いました。紹介後のディスカッション(質疑応

答)もさかんで、会場は熱気に包まれました。
投票集計の間に、１６ミリ映画「五日市憲
法草案―ある自治の原点―」(１９７４年制
作)の上映を行いました。明治期の自由民権運
動の中で執筆され戦後発見された、五日市憲

チャンプ本 『七十歳死亡法案、可決』

法草案についてのドキュメンタリー作品で、
こちらも好評でした。

今回の紹介本 (発表順)

投票の結果、
『七十歳死亡法案、可決』がチ
ャンプ本に選ばれました。第一声「７０歳で

皆死ぬとしたら？」と質問を投げかけて会場

『ようこそ地球さん』

に強い衝撃を与え、ディスカッションでは

『文豪ストレイドッグス

星 新一
DEAD APPLE』

「その答えはこの本の中に」と応じ、本を読

朝霧 カフカ

みたくてたまらなくなるような発表ぶりが高

『愛されたい！なら「日本史」に聞こう』

い評価を得たようです。

白駒 妃登美

観戦者の皆さんから、
「バトラーの皆さんが

『真田幸村』

堂々と発表している姿がすばらしかった」、

藤咲 あゆな

『この歴史、知らなくてすみません。』

「また開催してほしい」等、たくさんのご意

太田 奈緒・河合 敦

見をいただきました。
次回の開催は未定ですが、ビブリオバトル

◎

を通して本に親しむ機会が増えるといいです

『喧嘩両成敗の誕生』

清水 克行

『七十歳死亡法案、可決』

垣谷 美雨

『本好きの下剋上』

香月 美夜

ね。
◎はチャンプ本
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東大和市立図書館・東大和文庫連絡会

共催講演会

☆読み聞かせの４つのアドバイス☆

平成３１年１月２０日(日)、翻訳家の小宮由

①読み手は黒子であるべし

さんをお招きして講演会を行いました。

声色は変えない。格好にも気をつける。

講演の冒頭、小宮さんから参加者に「絵本は

②現場にある本を読む

絵と文のどちらが大事だと思いますか？」と問

後で子どもが読めるように。

いかけがありました。多くの参加者が“絵”と

③子どもの派手な反応だけで選書をしない

答えましたが、小宮さんの答えは“文”。絵本
は子どもが初めて出会う文学で、物語をよりよ

子どもに媚びたものではなく、子どもの心の

く理解するために絵があるのだと話されていま

ひだに残るものを。
④感想を無理やり聞かない

した。

子どもの心のコップがいっぱいになるまでは

そして子どもたちに幸せとは何かを伝えたい

大人はかき乱さない。

との思いを持って子どもの本を作っていること
や、トルストイの翻訳をしていた祖父の影響、
ご自分でも主宰されている家庭文庫のことをお
話ししていただきました。最後に読み聞かせの
本は親が楽しいと思えるものを選ぶことが大事
ということと４つのアドバイスをいただき、２
時間の講演は終了しました。
参加者からは「とても良かった。
」
「心に響き
ました。」などの声があり、楽しいひとときを
過ごしました。

貸出ランキング ベスト 10
（平成 31 年 3 月 1 日現在）

１ 蜜蜂と遠雷

恩田 陸

２ 希望荘

宮部 みゆき

３ コンビニ人間

村田 沙耶香

４ 未だ行ならず 上

佐伯 泰英

危険なビーナス

東野 圭吾

沈黙のパレード

東野 圭吾

７ 未だ行ならず 下

（平成 31 年 3 月 1 日現在）

佐伯 泰英

コーヒーが冷めないうちに

川口 俊和

ファーストラヴ

島本 理生

10 かがみの孤城

人気の本 ベスト 10

辻村 深月

九十歳。何がめでたい

佐藤 愛子

下町ロケット ヤタガラス

池井戸 潤

マスカレード・ナイト

東野 圭吾

未来

湊 かなえ
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１ 沈黙のパレード

東野 圭吾

２ すぐ死ぬんだから

内館 牧子

３ かがみの孤城

辻村 深月

４ 昨日がなければ明日もない

宮部 みゆき

５ 宝島

真藤 順丈

６ ある男

平野 啓一郎

７ 未来

湊 かなえ

８ フーガはユーガ

伊坂 幸太郎

９ 一切なりゆき

樹木 希林

ゼロトレ

石村 友見

移動図書館みずうみ号の運行状況

平成３０年度図書館協議会【報告】

水曜日午後に市内を巡回している移動図書
●第１回図書館協議会

館みずうみ号。悪天候のときは中止になりま

日時：平成３０年５月３０日(水)午後３時

すので、運行または中止のお知らせを図書館

議題：(1)平成３０年度事業について

ホームページに掲載するようにしました。

(2)その他

トップページ右上写真が下のように表示さ
れます。

●第２回図書館協議会

★お知らせ時間：当日午後１時頃～４時半頃

日時：平成３０年１１月９日(金)午後３時
議題：(1)平成２９年度決算について
(2)その他
ｱ 地区図書館の開館日及び開館時間等
の見直しの検討状況について
ｲ その他
運行するとき

中止のとき

●第３回図書館協議会
日時：平成３１年２月１９日(火)午後３時

多目的トイレが変わりました

議題：(1)平成３１年度予算(案)について

(2)その他

中央図書館１階と２階の多目的トイレを改修
しました。便器を洋式に換えて座面を高くし、

※

会議録は、調い次第、図書館ホームページ・

暖房便座・温水洗浄タイプにしたほか、しびん

市立図書館３館、市役所３階行政コーナーで

洗浄水栓を設置しました。

閲覧できます。

中央図書館
所在地：東大和市中央 3-930

各図書館に特色があります

電 話：042-564-2454
中央図書館、桜が丘図書館、清原図書館では各

桜が丘図書館

館独自で実施している事業があります。

所在地：東大和市桜が丘 3-44-13

おはなし会や平和、環境、時事のほか過去に人

桜が丘市民センター内

気があった資料など各館で独自に開催しているオ

電 話：042-567-2231

リジナルの図書展もあります。
いつも訪れる図書館以外の図書館にも、ぜひ

清原図書館

お越しください。

所在地：東大和市清原 4-1
清原市民センター内
電 話：042-564-2944

図書館ＨＰ
桜が丘図書館

http://www.lib.higashiyamato.tokyo.jp/

清原図書館
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