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　子どもたちの読書活動を国全体で支援することを目的に2000年が「子ども読書年」と定められ、また
2005年には「文字・活字文化振興法」が制定されました。2008年には「国民読書年に関する決議」がなされ、
年齢、性別を問わず国民全体の読書が活性化することを目的に2010年が「国民読書年」と定められました。
　川崎市では子ども読書年を契機に「読書のまち・かわさき」事業を立ち上げ、図書館や家庭・地域・学校が
連携を図り子どもたちの読書活動のさらなる充実を進めてまいりました。同事業では、図書ボランティアの研
修、広報誌の発行、読書イベントの開催、読書活動優秀団体表彰など、様々な活動を展開してまいりました。
　今年度は「国民読書年」にちなんで、より一層幅広く読書の良さに触れていただくために、秋の「かわさき
読書週間」における読書イベントや冬の講演会などを計画し、より活発に読書活動の推進に努めてまいります。

図書館ホームページ：http://www.library.city.kawasaki.jp/

図書館だより
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　現在開発が進んでいる武蔵小杉駅周辺の整備にあわせ、中原図書館は、平成24年度末に新築・移転いたします。
　新中原図書館は、川崎市立図書館全体の機能をさらに強化するため、リニューアルされた拠点として活動し
ます。利用時間の延長・蔵書・情報等の充実を図り、あらゆる世代の活動拠点としてその役割を果たし、「読書
のまち・かわさき」は新たな展開へと進んでまいります。
　今回は、その新中原図書館整備概要についての報告第一弾！！コンセプトとスケジュールについてお知らせし
ます。

　★コンセプト
　　①　好アクセスのビジネスマンのオアシス（ターミナル駅の好立地・開館時間の延長）
　　②　市民活動・生涯学習活動の支援（地域市民活動の拡充）
　　③　誰もが使いやすい図書館（あらゆる世代、多様なライフスタイルへの対応）
　　④　ハイブリッド図書館（印刷資料、電子データベース、インターネットによる高度な情報提供）
　　⑤　市民・地域・学校・大学・企業との協働（「読書のまち・かわさき」事業の推進）
　　⑥　効率的で利便性の高い図書館（自動書庫・自動貸出機等IT化を活かしたサービス向上）

　★スケジュール（予定）
　　平成24年度内に建築工事・内装工事完了　⇒ 移転・準備　⇒ 平成24年度末　新中原図書館開館

　★新中原図書館に関する情報は、川崎市ホームページからもご覧になれます。
　　http://www.city.kawasaki.jp/pubcomment/info415/index.html

2010年は　国民読書年です

新中原図書館の整備概要がまとまりました

～国民読書年における川崎市の取り組み～

『読書のまち』の新たな展開
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祝！生誕100年

このコーナーでは、川崎をもっとよく知り、もっと楽しむための本を紹介して
います。第13回目は、大日本帝国陸軍が所管し、各種兵器の開発研究をおこなっ
ていた「陸軍登戸研究所」に関する本を集めました。

「ぞうさん」「ふしぎなポケット」「やぎさんゆうびん」など数多くの童謡・作詞で活躍してこられたまど・みちおさん。
1946年から川崎市に居住し、川崎市の幼稚園園歌や稗原小学校・南菅小学校などの小中学校校歌も作詞、その作品た
ちは子どもたちに歌い継がれています。生誕100年をむかえ、各地で様々なイベントが行われています。この機会にあ
らためて、心温まるまどさんの作品に触れてみませんか？
【経歴】　
　 1909年、山口県徳山市西辻（現周南市辻町）にて生まれる。台湾総督府勤務、戦後、幼児雑
誌編集を経て、詩・童謡・童話の創作活動に至る。1976年に川崎市文化賞を受賞、1994年
には日本人初の国際アンデルセン賞作家賞受賞、2003年には日本芸術院賞を受賞。

【主な作品】
　『てんぷらぴりぴり』『1年生になったら』『キリンさん』『メロンのじかん』
　『THE　ANIMALS　どうぶつたち』『ママだいすき』『ことり』『せんねんまんねん』

祝！生誕100年 まど・みちおさん

「まど・みちお え てん」～ある詩人の100年の軌跡、童謡・抽象画・詩～　
　川崎市市民ミュージアムでは、まどさんの100年の軌跡を紹介する企画展を行います。絵画作品を中心に詩・童謡・
校歌など資料300点を展示、その他関連イベントも開催します。ぜひおでかけ下さい。

・ 2010年8月21日（土）～10月3日（日）　・ 入場料　大人600円／学生・65歳以上400円／中学生以下無料
・ 川崎市市民ミュージアム　企画展示室2　　 ≪問合せ≫　川崎市市民ミュージアム　TEL：044－754－4500

陸軍登戸研究所

撮影  2010年

～川崎の戦争遺跡を考える～

We  Love
！

KAWASA
KI

第13回

★★★こんな資料もあります！★★★
『私の街から戦争が見えた―謀略秘密基地登戸研究所の謎を追う』川崎市中原平和学級／編【教育史料出版会】
陸軍登戸研究所の調査結果を、川崎の市民グループが中心となってまとめた先駆的な資料です。「平和を作るために」

学ぶことを市民が自ら実践しています。

★紹介している資料は一般書店に流通していないものや絶版のものも含まれます。ご了承ください。★

『あなたは旧陸軍登戸研究所を知っていますか？』
矢澤康祐／著・宮永和子／著【旧陸軍登戸研究所の保存を求める川崎市民の会】

小学校高学年以上を対象とした入門編です。その成り立ち、秘密兵器の内容などが多くの写真
や地図とともにまとめられ、年表も付いています。なお、同会は昨年『フィールドワーク陸軍登
戸研究所』を一般向けに発行しています。

『高校生が追う陸軍登戸研究所』赤穂高校平和ゼミナール・法政二高平和研究会／著【教育史料出版会】
研究所の疎開先であった長野県の高校生と川崎市の高校生が、それぞれ行なった陸軍登戸研究所に

関する調査内容をまとめた力作。両校が交わした手紙の内容や、討論会の様子が対話形式で記され、
戦争を体験していない高校生たちの模索や熱意がひしひしと伝わってきます。

『秘話　陸軍登戸研究所の青春』新多昭二／著　【講談社】
科学少年だった著者が、突然登戸研究所へ赴任することになり、時代の流れに翻弄されながら

過した研究所での体験記。1人の男性の目を通して戦前・戦中・戦後という過去の歴史を見つめ直
すことで、現代社会の私たちが学ぶことはたくさんあるようです。
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【MF29　谷口博之選手】
　普段は皆に愛される天真爛漫な性格の持ち主だが、ひとたび試合になると豊富な
運動量であらゆる場面に顔を出し、ゴール前では独特の嗅覚でしばしば決定的な
ゴールを奪う。そこからついたフレーズ「そこにタニ！」はサポーター間では有名。
2008年は北京オリンピック代表としても活躍し、今後の日本代表入りも期待される。
　自分を磨き高めるため、ビジネス本なども読む。

わが川崎のサッカー J1チーム「川崎フロンターレ」と図書館との合同
企画です。第3回目は、谷口博之選手が選ぶ1冊を紹介します。

フロンターレ選手が選ぶ「わたしの1冊」

『一流の思考法／森本貴義著　【ソフトバンククリエイティブ】
≪あらすじ≫　「成功できる人とできない人の差はどこにあるのか―。」プロ野球の
トレーナーである著者が、日本とアメリカのアスリートたちの直面したエピソード
をもとに解説する。

＊＊＊谷口博之選手より＊＊＊
　イチロー選手の個人トレーナーを務めている方の本です。
超一流プレイヤーに直に接しているからこその体験やエピソードを交えてい
るので、どうすれば自分の能力やパフォーマンスを上げられるかなど参考に
なります。読書は気分転換にもなりますが、自分の足りないところを教えて
くれる身近な先生として、時間があるときには読むようにしています。

「はるひ野」ポイントが新登場！

新ポイントはるひ野をはじめ、たちばな号は市内20ポイントを巡回し
ています。皆様のご利用をお待ちしています。

※図書館ホームページからもポイントの地図・日程表をご覧いただけます。
http://www.library.kawasaki.jp/riyou_mooving/movingmap.html

長年多くの皆さまに親しまれ利用されている、川崎市立図書館自動車文庫「たちばな号」。
平成22年4月7日から、「麻生区はるひ野」にも巡回することになりました！
●巡回日時：第1・3水曜日の13時50分～14時30分　（雨の日はお休みです。）
●場　　所：麻生区はるひ野1－15－3　黒川のぞみ公園内

＊＊＊巡回初日の様子＊＊＊
巡回初日はあいにくの小雨にもかかわらず、親子連れの方や小学

生のお友達同士など、多くの利用者がいらっしゃいました。新しい「た
ちばな号」の中に入って興味津々に絵本を手に取るお子さんや、早速
利用者登録をされるお客様などで賑わいました。住宅街の中でも見晴
らしの良い公園内に位置し、はるひ野駅から徒歩3～4分という好立
地でもあり、今後の利用者増加に期待を持てる日となりました！

黒川のぞみ公園に参ります！

はるひ野
ショッピングセンター

小田急多摩線

はるひ野駅

マクドナルドサイゼリヤ

至黒川

調整池

黒川のぞみ公園



－4－

川崎図書館（200－7011）
幸　図書館（541－3915）
中原図書館（722－4932）

高津図書館（822－2413）
宮前図書館（888－3918）
多摩図書館（935－3400）

麻生図書館（951－1305）大師分館（266－3550）
田島分館（333－9120）
日吉分館（587－1491）

橘　分館（788－1531）
柿生分館（986－6470）
菅閲覧所（946－3271）

編集・発行  川崎市立中原図書館　〒211－0063 川崎市中原区小杉町3－417　TEL044－722－4932
川崎市立図書館：
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　川崎市域は、地形的に見ますと、多摩川の右岸に
沿って、北西から南東へ山の手（多摩丘陵・下末吉
台地）、川の手（多摩川流域の沖積低地）、海の手（鹿
島田付近から海岸までのデルタ平野）の三つの地域
に区分することができます（小川一朗著『川崎の地
誌』）。これらの地形のなかで、多摩川の水系（三沢
川・五反田川・平瀬川など）と鶴見川の水系（片平
川・麻生川・眞福寺川・矢上川など）が、横浜市域
に一部分は入りながら流れています。そして、歴史
的には、奈良・平安時代には武蔵国の国府（東京都
府中市）、鎌倉時代の鎌倉、戦国時代の小田原の政
治拠点に通じる交通路が存在していました。やがて
徳川家康が関東へ入国し、江戸が最大の政治・文化
の拠点になりますと、東海道・中原街道・矢倉沢往
還・登戸道（津久井道）が大江戸を支える“歴史の
道”になりました。また、八王子道も府中（府中市）
及び八王子に通じて、多摩川流域（現在の東京都多
摩地域）を結ぶ交通路になったのです。
　徳川氏の関東への入国に当り、家康が関東領国経
営において実施した重要な政策は、入国した家臣団
の配置＝知

ち

行
ぎょう

割
わり

・寺社領対策・民情視察の実施な
どが挙げられます。そのなかで江戸周辺の諸村の開
発と農民生活の実態把握が急務であったというこ

とができます。とくに慶長10年（1605）以後の
二元政治（江戸と駿府）が展開しますと、江戸を中
心とした南関東の地域の掌握が、御料（直轄地）の
増設と共に重要な課題であったといえます。
　歴代の将軍と大御所のうち、鷹狩りを最も好んだ
のは徳川家康です。鷹狩りのとき、宿泊や休息をす
る所が御殿や御茶屋です。江戸から中原往還筋の最
初の御殿は、市域の小杉御殿です。そして、下川
井（横浜市旭区）の御茶屋を経て中原御殿（平塚市）
に至り、東海道の大磯宿に接続します。江戸から中
原御殿までは約15里（60キロメートル）の道程
といわれています。鷹狩りとは飼い馴らした鷹を用
いながら鳥獣を捕える、一種の狩猟ですが、わが国
では古墳時代に天皇や豪族の特権として行われて
いました。それが江戸時代になりますと将軍の鷹狩
りは単に獲物を捕るだけではなく、行列でその威厳
をみせつけ、獲物は天皇や公家、大名などに贈呈し、
料理にして振舞ったりしたのです。小杉御殿の地名
については、“小杉”または“稲毛”（いなげ）とも
記されていましたが（「稲毛

8 8

領小杉
8 8

村御殿」）、家康
（大御所）や秀忠（将軍）の時代には小杉御殿の周
辺では、しばしば“鶴”などを捕えています。

徳川氏の関東入国と川崎市域－21－ 法政大学名誉教授
村　上　　直
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