「各課連携企画展示」
図書館では、地域の課題解決に役立つ情報を提供するために、市役所各課の事業と連携した企画展示を実
施しています。今回は、６月に実施予定の「各課連携企画展示」のテーマから、１冊、本を紹介します。
健康推進課（健康推進担当）と連携し、「食育」をテー
マに、本の展示をします。
〇実施館：東寺方、豊ヶ丘、聖ヶ丘、唐木田図書館
その中の１冊をご紹介します。
〇タイトル：『おいしいものは、お父さん、お母さんか
ら教わった。』
〇著者：林恵子ほか著 Cooking Eating Studio編
〇発行所：move
〇請求記号：596
著者たちが、父母より受け継いだ「フツーの味」を紹介。見
ればお腹がすいてくるレシピばかりです。

その他にもたくさん資料をご用意しております。ぜひ実施館にお越しください。

中央図書館整備だより
ゼ

ブ

レ

デ

ィ

第 1 話「ZEB-Ready図書館」

やまばと通信
お家で読書でアウトドア！
外へ出づらいこの時期だからこそ！読書で外の空気を味わいませんか？
『キャンプ大事典 道具選びから焚き火まで基本＆便
利技でキャンプライフをもっと楽しく！』
成美堂出版／出版 松山拓也／監修 請求記号／786.3
キャンプ道具選びから、失敗しないプランの立て方、
テントまわりの設営&撤収、アクティビティの楽しみ
方、格別キャンプ料理のレシピまで。キャンプライフを
もっと楽しくする基本&便利技を紹介。

多摩市立図書館では、令和4年11月の開館を目
指して、中央図書館の整備に取り組んでいます。「中
央図書館整備だより」では、中央図書館の新しい取
り組みにスポットを当てて紹介していきます。

「ZEB」とは、Zero-Energy-Buildingのことです。標準的な設備を導入した図書館に比べて、消費
エネルギーを50%以上削減することで、「ZEB-Ready」の認証取得を目指しています。これは、公共
図書館としては全国でも非常に先進的な事例です。
環境負荷をもとから低減する建築的手法（パッシブ手法）と環境負荷を制御する設備的手法（アク
ティブ手法）を効果的に組み合わせて、省エネを実現します。あわせて、太陽光発電システムによる創
エネルギーにも取り組みます。
「知の地域創造」を掲げる多摩市の中央図書館は、地球環境に配慮した建築物でもあります。

2020.5.1発行
第 237号
多摩市立図書館
042-373-7955

『新 日本の探鳥地 首都圏編 東京都、神奈川県、
埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県』
文一総合出版／出版 BIRDER編集部／編
請求記号／488.21
関東1都6県の探鳥地92か所を取り上げ、バードウォッ
チングに最適な時期や、おすすめのコース、鳥の出現ポ
イントを示した地図、そこで見られる鳥の情報、アクセ
ス方法、マップコードなどを掲載。

『多摩市の植物（野草編）』 請求記号／Kｳ472.136
『多摩市（まっぷる）』 請求記号／Kｳ291.36
『ことりっぷ多摩市』 請求記号／ Kｳ291.36
『多摩市ウォーキングマップ』 請求記号／Kｳ291.36
※上記四点は多摩市が発行
『東京文化財ウィーク2018』請求記号／K291.36（東京都教育委員会／編集）
『緑地緑道公園天国』請求記号／Kｳ291.365（安細錬太郎／著）

令和 2 年 6 月 1 日（月）より
図書館資料の貸出点数を変更します
図書館の資料をより多くの市民の方に公平に利用していただくため、多摩市在住・在勤・在学の方の貸
出点数を変更します
※京王線沿線七市相互利用の方については、変更はありません。

◆現行： 制限なし（うち視聴覚資料は５点まで）

◆変更後：図書・雑誌・視聴覚資料合わせて
４５点まで（うち視聴覚資料は５点まで）

〜図書館職員「おすすめ」の本〜
ロシアの絵本というと、読み聞かせでは「おおきなかぶ」（再話 A.トルストイ、絵
佐藤忠良、訳 内田莉莎子、福音館書店）、「てぶくろ」（ウクライナ民話、絵 エウゲ
ーニー・M・ラチョフ、訳 内田莉莎子、福音館書店）などがよく読まれているようで
す。どちらの作品も、子どもの心を魅了するすばらしい絵本なので、ご存じの方も多いと
思います。
そのロシアの絵本ですが、私はつい最近、素敵な本に出会いました。このお話はある出
版社の小学校教科書にも掲載されているようです。
一匹の年を取ったハリネズミが道端で１枚の金貨
を拾います。ハリネズミはこの金貨を、はじめは自
分のために使おうと思いますが・・・。ゆく先々で
いろいろな動物たちと会って親切にしてもらううち
に、最後に思います。さて、ハリネズミはどうした
のでしょうか？
心あたたまる内容に癒されると同時に、大人は、
「
「お金って何？」とその存在や意義についてちょっ
と
と深く考えてしまいそうです。
手に取ってもらうとお分かりいただけると思いま
すが、この絵本は文章とともにやさしい挿絵がとて
も魅力的です。ロシアの自然と伝統も感じることが
出来る作品だと思います。

〜「多摩市立図書館本館」ここがおすすめ～
【変更の理由・目的】
・貸出点数の上限を設けることで、図書館の資料をより多くの市民の方に利用していただけるようにし
ます。
・市民の方が管理しやすい貸出点数を設けることで、資料の延滞や紛失などのリスクの軽減を図りま
す。
・市民の方の貸出利用状況や多摩市在住・在勤・在学の方を対象に実施した貸出冊数に関するアンケー
ト（平成31年2月15日～3月10日実施）から、適正な貸出点数に見直しました。また、調べ物等で多く
の資料を利用される場合や、ブックポストに返却された資料の返却処理にかかる時間も考慮していま
す。

多摩市立図書館（本館）は、平成20年３月に旧西落合中学校跡地施設に移転してきまし
た。
もともと学校だったということもあり、緑に囲まれた風景が特徴のひとつになっていま
す。敷地内にはたくさんの植物が生えていて、季節ごとに様々な花を咲かせています。
こちらの写真は梅の木と桜の花です。これか
らの季節はや金木犀の香りも楽しむことができ
ます。
お世話をしていないのに、毎年、花や実をつ
ける姿を見ていると自然の力強さや、生命力を
感じます。

※貸出冊数に関するアンケートの結果については、図書館ホームページ・多摩市公式ホームページからご覧い
ただけます。図書館で掲示・配布するポスター、チラシもご覧ください。
▼多摩市立図書館ホームページ（「図書館運営」－「方針・アンケート･調査」内「4．貸出冊数に関するア
ンケートの集計結果）

≪注意≫
令和２年６月１日以降、資料を４６点以上借りている方は、超過点数
分を返却されるまで新しい資料を借りることができませんので、ご注
意ください。

多摩市立図書館（本館）は多摩センター駅から徒歩
15分ほどの場所にあるので、お散歩や運動を兼ねて遊
びに来てみてはいかがでしょうか。少し周りに目を向
けると、季節の移ろいを楽しむことができますよ。
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