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平成18年度も多くのみなさまに川崎市立図書館をご利用いただき、ありがとうございました。
昨年度一年間で約560万冊の貸出があり、予約は110万件いただきました。
今回の図書館だよりでは昨年度人気の高かった本を特集します。
（なお図書館では現在、昨年度の利用統計をまとめ、皆様にご覧いただけるよう準備をすすめています。この統計は
冊子『川崎の図書館』、または図書館ホームページで閲覧できるようになります）

昨年度みなさまに多く利用された資料ベスト10をご紹介します。

図書館ブックランキング図書館ブックランキング
～人気があったのはどんな本？～

貸出ベスト10《一般書》
順位 書　　　　　　　　名 著　　者　　名 出 版 社 貸出回数
1 誰か 宮部　みゆき／著 実業之日本社 1727
2 ICO 宮部　みゆき／著 講談社 1073
3 バカの壁 養老　孟司／著 新潮社 1072
4 蹴りたい背中 綿矢　りさ／著 河出書房新社 974
5 幻夜 東野　圭吾／著 集英社 933
6 空中ブランコ 奥田　英朗／著 文芸春秋 928
7 半落ち 横山　秀夫／著 講談社 915
8 博士の愛した数式 小川　洋子／著 新潮社 867
9 アフターダーク 村上　春樹／著 講談社 857
10 ブレイブ・ストーリー（上） 宮部　みゆき／著 角川書店 849

映画化で話題になった本が多く入りました。
ベスト20内には宮部みゆき氏の本が5冊、横山秀夫氏の本が3冊入り、人気の高さを示しました。

貸出ベスト10《児童書》
順位 書　　　　　　　　名 著　　者　　名 出 版 社 貸出回数
1 ぐりとぐら 中川　李枝子／さく 福音館書店 1129
2 はらぺこあおむし エリック＝カール／作・絵 偕成社 1084
3 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（上） J．K．ローリング／作 静山社 987
4 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団（下） J．K．ローリング／作 静山社 972
5 どろんこハリー ジーン・ジオン／ぶん 福音館書店 885
6 かいけつゾロリのようかい大リーグ 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 868
7 かいけつゾロリのてんごくとじごく 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 855
8 おばけのバーバパパ アネット・チゾン／さく 偕成社 854
9 かいけつゾロリのじごくりょこう 原　ゆたか／さく・え ポプラ社 838
10 はじめてのおつかい 筒井　頼子／さく 福音館書店 835

「ハリー・ポッター」シリーズ、「かいけつゾロリ」シリーズの2大人気シリーズが10位内に入りました。
「ぐりとぐら」をはじめとする、長く読みつがれている定番絵本が多く見られます。

～平成18年度川崎市立図書館貸出ベスト10～

図書館だより
か わ さき
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人気があったのはどんな本？
～平成18年度川崎市立図書館予約ベスト10～
予約ベスト10《一般書》 予約ベスト10《児童書》
順位 書　　　名 著 者 名 出版社 出版年 予約件数 順位 書　　　名 著 者 名 出版社 出版年 予約件数

1
ハリー・ポッター
と謎のプリンス
（上）

J.K.ローリ
ング／作 静山社 2006.15 1829 1 影との戦い

（ゲド戦記 1）

アーシュラ・
K.ル＝グウィ
ン／作者

岩波書店 1976 242

2 名もなき毒 宮部 みゆき
／著 幻冬舎 2006.18 1711 2 ぶたのたね 佐々木 マキ

／著者 絵本館 1990 146

3
ハリー・ポッター
と謎のプリンス
（下）

J.K.ローリ
ング／作 静山社 2006.15 1613 3 さいはての島へ

（ゲド戦記 3）
ル＝グウィン
／作 岩波書店 1979 141

4 東京タワー リリー・フラ
ンキー／著 扶桑社 2005.16 1449 3 100万回生きたねこ 佐野　洋子

／作・絵 講談社 1978 141

5 陰日向に咲く 劇団ひとり
／著 幻冬舎 2006.11 1372 5 こわれた腕環

（ゲド戦記 2）
ル＝グウィン
／作 岩波書店 1980 139

6 赤い指 東野　圭吾
／著 講談社 2006.17 1329 6 おしいれのぼうけん ふるた たるひ

／さく 童心社 1980 138

7 国家の品格 藤原　正彦
／著 新潮社 2005.11 785 7 からすのパンやさん かこ さとし

／文・絵 偕成社 1973 96

8 町長選挙 奥田　英朗
／著 文芸春秋 2006.14 765 8 これはのみのぴこ 谷川 俊太郎

／文 サンリード 1979 89

9 ダ・ヴィンチ・
コード（上）

ダン・ブラ
ウン／著 角川書店 2004.15 715 9 ふたりはともだち アーノルド・

ローベル／作 文化出版局 1972 85

10 使命と魂のリミット 東野　圭吾
／著 新潮社 2006.12 703 9 おおきな木

シェル・シル
ヴァスタイン
／さく・え

篠崎書林 1976 85

「ハリー・ポッター」シリーズ、「ゲド戦記」シリーズなど映画化やドラマ化された作品への人気が集中しています。
そのほか一般書では各文学賞受賞作が多く見受けられます。
また児童書では『ぶたのたね』『これはのみのぴこ』など学校などでの読み聞かせに人気の高い本が上位に入り

ました。

最新（最近2ヶ月間）のブックランキング（貸出、予約上位リスト）については、図書館内利用者用検索機（OPAC）、
図書館ホームページ（蔵書情報→貸出／予約ベスト）でご紹介しています。読書のヒントにお役立てください。

「毎日の言葉」に思いを寄せて「毎日の言葉」に思いを寄せて
～竹西寛子氏を迎え、講演会がおこなわれました～

本年3月3日、小説・評論・エッセイなどで親しまれている川崎市にお住
まいの竹西寛子先生をお迎えして「読書のまち・かわさき」図書館講演会を
開催いたしました。講演は「毎日の言葉」と題して、作品の中に込められた
「言葉」への思いや、日頃に感じておられる「言葉」の大切さ、難しさなどに
ついてお話をうかがいました。
「相手との関係から逃げない言葉さがし」、「無造作に使う言葉をちょっと
立ち止まって考える大切さ」など、先生の「言葉」に対する真摯な思いをご
自身の体験を交えながら語っていただきました。先生のお人柄を示すように、
やさしく語りかける口調に参加者の方々も引き込まれているようでした。

皆様からのアンケートでは、「先生の誠実な言葉に衿を正される思いがした」、「自分に見栄をはらない生き方を心がけ
たい」、「言葉の持つ力について考えさせられた」など、毎日無意識に使っている「言葉」の重みが再認識されたとの
感想を多くいただきました。
講演の後半では和歌を紹介され、言葉づかいの難しさだけではなく、美しさにも触れることのできた講演会でした。
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第5回
川崎をもっとよく知り、もっと楽しむための本を
紹介していきます。第5回目は「ベストリーダー・
地域資料編」をご紹介します。

地域資料は調査保存のため、多くは館内閲覧にてご利用いただいておりま
すが、一部貸出用資料を用意しております。全体として、川崎の歴史につい
て書かれた本が人気です。今年度貸出回数1位は『南武線いまむかし』です。
2位の『かわさき2006』は市内の小学校でおこなわれている地域学習用の
副読本で、川崎の歴史や地理をわかりやすく紹介しています。

＊ こちらで紹介している資料は一般書店に流通していないもや絶版のものも含まれ
ます。ご了承ください。

夏季より市内3校の小中学校で図書の貸出サービスを開始します
～井田小学校、西梶ヶ谷小学校、南菅中学校にて～

～平成18年度第1位～

順位 書　　　　　　　名 著　　者　　名 出　　版　　社 出版年
1 南武線いまむかし 原田　勝正／著 多摩川新聞社 1999.4
2 かわさき　〔2006〕 川崎市総合教育センター／編集 川崎市教育委員会 2006
3 二ケ領用水400年 　 神奈川新聞社 1999.3
4 かわさき歴史ウオーク 前川　清治／著 東京新聞出版局 2002.11
5 やさしい川崎の歴史　第5版 小塚　光治／編者 川崎歴史研究会 1990
6 わがまち麻生の歴史　三十三話 高橋　嘉彦／著者 ［高橋嘉彦］ 1992
7 ふるさと川崎の自然と歴史　（上） 高橋　嘉彦／著 多摩川新聞社 2000
8 かわさき「地名」散歩 前川　清治／著 多摩川新聞社 1998.12
9 子どもと遊べる東急沿線おでかけガイド ママーズ・ネットワーク／著 丸善メイツ 1997.3
10 水辺を歩こう　多摩川　2004 国土交通省関東地方整備局 国土交通省関東地方整備局 2004.3
11 川崎おもしろ百科 川崎おもしろ百科編集委員会／編集 東日本電信電話川崎支店 2002
12 かわさき文化財読本 川崎市教育委員会社／編 川崎市教育委員会 1991
12 平和ウォーキングマップ・川崎 平和マップづくり実行委員会／編著 教育史料出版会 1995.5
14 川崎幸区地誌 幸区地誌刊行会／著 有隣堂 1989.7
15 川崎の町名 日本地名研究所／編 川崎市 1991

平成18年度　ベストリーダー15《地域資料》

学校図書館有効活用事業実施校（貸出実施校3校）
学校名 サービス開始日 開館曜日 開館時間

井田小学校 7月21日(土) ～ 毎週土曜日 11:00～ 15:00
西梶ヶ谷小学校 7月7日(土) ～ 毎週土･日曜日 10:00～ 14:00
南菅中学校 7月21日(土) ～ 毎週土曜日 10:00～ 14:00

学校図書館有効活用事業実施校（14校）
川崎区 小田小 宮前区 稗原小

川中島小 有馬中
幸　区 幸町小 多摩区 宿河原小

南菅小
中原区 上丸子小 麻生区 岡上小

大谷戸小 栗木台小
橘高 真福寺小

高津区 高津高

今年の7月より、井田小学校、西梶ヶ谷小学校、南菅中学校
の３校において、図書の貸出サービスを開始します。これらの
学校の図書館では、地域にお住まいの方々を対象に、土曜日や
日曜日などのお昼に４時間程度開館し、大人向けの図書なども
含め貸出を始めますので、是非ご利用ください。各校の学校図
書館の開館日、利用者登録の方法につきましては、生涯学習推
進課（TEL 044-200-3303）にお問い合わせいただくか、
チラシやホームページ※にてご確認ください。
また、この他14校の学校図書館では、地域の方々の読書や

学習の場として（図書の貸出は行っておりません）、土・日曜
日を中心に午前10時から午後4時まで開館しております。こち
らもあわせてご利用ください。開館日については、ホームペー
ジ※をご覧になるか、直接学校にお問い合わせください。
※ホームページ： http://www.city.kawasaki.jp/88/88syogai/

home/gakkoukaihou/Top.htm
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　川崎で世界一が決まる。

　第3回アメリカンフットボールワールドカップ2007川崎大会
　2007年7月7日（土）～7月15日（日）川崎球場・等々力陸上競技場
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矢倉沢往還は、江戸の赤坂御門を起点として、矢
倉沢までの間に宿泊施設のある継

つぎ

立
だて

場
ば

がありまし
た。継立場は別名、継立村ともいわれ、二子の渡し
を過ぎると、二子・溝口・長津田・鶴間・下鶴間・
国
こく

分
ぶ

（海老名市）・厚木・愛甲・伊勢原・板戸・善
ぜん

場
ば

（伊
勢原市）・曽

そ や

屋（秦野市）・千
ち

村
むら

（秦野市）・神
かみやま

山（松
田町）・松田惣領（松田町）・関

せきもと

本（南足柄市）・矢倉
沢にありました。道幅は狭いところで1間

けん

（1.8m）、
広いところで3間（5.4m）位であったといわれます。
勿論、これは一度に設定されたものではなく、必要
に応じて、徐々に増えていったものですが、二子と
溝口の両村は、寛文9年（1669）にともに指定さ
れています。また、1里ごとの目印であった一里塚が、
現在、東京都内である宮

みやますざか

益坂（渋谷区）と馬
うまひきざわ

引沢（世
田谷区）・瀬田村（世田谷区）の付近にあったよう
です。
なお、厚木・伊勢原・十日市場（曽屋村の小字名）
には、毎月市

いち

が立って賑わいましたので、物資の輸
送路としても矢倉沢往還は、重要な役割をはたした
わけです。地域にとって市場圏が成り立っていたこ
とは注目されます。それは脇往還が、単に江戸への

物資の輸送だけではなく、地域社会においても貴重
な存在であったということができます。なお、二子
の渡しは、冬の期間は木橋が架けられましたが、夏
の期間は、二子村や対岸の瀬田村の請負渡船であっ
たといわれています。
矢倉沢往還は、別に青山道・二子道・相州道（相
模街道）などと呼ばれましたが、江戸時代の中期に
なりますと、江戸町人や近郊農村の農民たちが講に
よって相模国の大

おおやま

山に参詣するために利用すること
が多くなりました。いわば大山参詣路の観を呈する
ようになったのです。そのため、一般には大山道と
呼ばれるようになりました。道標にも「大山道」と
刻んであるのが多く見られました。矢倉沢往還は当
初、矢倉沢関所が設けられていた軍事的な歴史の道
でありましたが、やがて物資の輸送路となり、信仰
の道も兼ね備えた注目すべき道になったのです。
この矢倉沢往還が世田谷村（世田谷区）を経由す
る道筋の付近で分岐する道があります。つまり、現
在の三軒茶屋で分かれて登戸へ向かう道です。これ
が登戸道、つまりその道の性格から「武相登戸準往
還」と称される道なのです。

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：

徳川氏の関東入国と川崎市域－12－ 法政大学名誉教授
村　上　　直

なお、下記の図書館の今年度の蔵書点検は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。
川崎図書館 中原図書館 多摩図書館
大 師 分 館 田 島 分 館 橘　分　館 菅 閲 覧 所

蔵 書 点 検 の た め の 休 館
下記の日程で蔵書の点検を行います。期間中は休館となり、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願い
いたします。
高津図書館 07月02日（月）～07月07日（土） 宮前図書館 10月01日（月）～10月06日（土）
柿 生 分 館 08月15日（水）～08月17日（金） 幸 図 書 館 10月15日（月）～10月20日（土）
日 吉 分 館 09月12日（水）～09月14日（金） 麻生図書館 12月03日（月）～12月08日（土）


