
 

 

 

 

平成 26 年 12 月 29 日（月曜）から 

平成 27 年 1 月 3 日（土曜）まで全館休館します。

行政資料室は 12/27 から 1/4 まで休館 

※返却用のブックポストも利用できません。 

 ◇12月 15日から 12月 28日までの貸出期間は３週間 

 ◇12月 22日から 12月 28日までの予約資料取置期間は２週間 

ただし、返却期限日や予約資料取置期限日が休館日の場合は、 

翌開館日がそれぞれの期限日になります。 

※ 図書館ホームページで貸出延長をする場合は、12月 28 日の 

午後 5時 30 分まで３週間の貸出となります。 

年末年始のブックポスト閉鎖期間  ※時間は目安です 

設置場所 閉鎖期間 

東寺方図書館・豊ヶ丘図書館 

関戸図書館・聖ヶ丘図書館 

12月 28日(日曜)午前 10時 

～1月 4日(日曜)午前 8時 30分 

永山図書館 12月 28日(日曜)午前 9時 30分 

～1月 4日(日曜)午前 8時 30分 

唐木田図書館 12月 28日(日曜)午前 10時 

～1月 4日(日曜)午前 9時 30分 

行政資料室 12月 26日(金曜)午前 8時 30分 

～1月 5日(月曜)午後 5時 

多摩センター駅バスターミナル 

(多摩法務局証明ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ前) 

12月 28日(日曜)午後 5時 

～1月 4日(日曜)午前 11時頃 

やまばと通信 

                  △図書館・本館１階 へなそうるのへや 

「へなそうるのへや」企画展示   

『へなそうるの時代』！！  ～本館で 11月 30日まで開催～ 

本館に今年の４月に開設した「へなそうるのへや」は、ご存じでしょう

か？ 多摩市に長年お住まいになり児童文学作家であり、第 1 期図書館協

議会委員を務められた翻訳家の、故・渡辺茂男氏の作品や譲り受けた遺品

を展示している部屋です。「へなそうる」は、渡辺さんが多摩市で育つ子ど

もたちの生活に着想を得て創作した「もりのへなそうる」に登場する不思

議な生き物です。 

今年の夏に行った企画展示『翻訳と児童書』はたいへん好評をいただき

ました。読書週間に合わせ、『へなそうるの時代』と題して、渡辺茂男氏が

引っ越してこられた昭和 40～50年代の多摩市の様子と、作品との関わりを

特集します。今後も、渡辺茂男氏を軸とした企画展示を行ってまいります。

どうぞご期待ください。 
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第２回 私が薦める本！ 

TAMAICHI in  多摩市立図書館   ～読書週間企画～ 

 

 昨年に引き続き、「私が薦める本！ TAMAICHI in  多摩市立図書館」

を実施します。今年１月以降、図書館から借りて読んだ本の中から、感動

した、泣いた、笑った等の「私が薦める本」を、所定の応募用紙にご記入

のうえ応募してください。 

 集計の結果、票数が多かった本は、来年１月ころ、小冊子「TAMAICHI」

にまとめ公表します。 

▼応募締切 11 月 30 日（日曜） 

▼参加方法 所定の投票用紙にお薦めの本のタイトル、著者名、選んだ理

由を記入し、各図書館にある投票箱に入れてください。 

※ジャンル、出版年は問いません。 

 

 

 

  

図書館では、多摩市立小・中学校用の教科書を地域資料として公開して

います。 

 8 月に開催された教育委員会定例会で、平成 27 年度から小学校で使用

する教科書が決定しました。現在使用中のものと合わせ、本館及び永山図

書館でご覧になれます。 

 また、本館には小学校用が平成 12年度分、中学校用は 13年度分からの

教科書がありますが、館内でご利用ください。永山図書館のものは貸出を

しています。どの図書館でも取り寄せてお借りになることができます。 

多摩市内の子どもたちが今、どんなことを学んでいるか知りたい方、も

う一度勉強し直してみたい方、一度手に取ってみませんか？ 

 

資料紹介 

『図書館戦争』     有川浩著  メディアワークス、角川書店 

  （図書館戦争シリーズ） 

著者の有川浩氏は青少年向き文庫（ライトノベル）の旗手としてのイメ

ージが強かったものの、現在では『三匹のおっさん』（2009 年出版）『県

庁おもてなし課』（2011）『空飛ぶ広報室』（2012）など年代にかかわらず

広範囲の読者を持つ人気作家となっています。 

 『図書館戦争』（2006）は著者が実際に最寄りの図書館に足を運んだと

きに掲示されていた「図書館の自由宣言」により構想のヒントを得たとの

ことです。「図書館の自由宣言」とは図書館の基本理念として、日本図書

館協会が定めた綱領です。 

舞台となるのは図書館。時代は人権を侵害する表現を規制するため法律

が成立、施行された近未来。超法規的検閲に対抗して本を守るため図書館

側から生まれた図書隊は、武装して、取締りをするメディア良化隊と戦い

を繰り広げます。ストーリがめまぐるしく展開し、また図書隊の主人公の

上司が、実は“あこがれの王子様“だったというからみもあり物語に引き

込まれます。昨年、映画化されました。『図書館内乱』『図書館危機』『図書

館革命』と続きます。 

 

資料詳細票 

レシートを 

ご活用ください！ 

図書館内にある利用者用端

末から出てくるレシート、活

用していますか？ このレシ

ートには、本を探すときに使

う情報が詰まっています。 

 

資料詳細票の見方⇒ 

所蔵館を表示し

ます 

在庫状況を表示

します 

分類番号です。 

本の背について

いるラベルで配

架されています 

本を探すときに

使います 

小・中学校の教科書をご覧になれます ～地域資料係から～ 
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