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

図書館だより
か わ さき

第　27　号
平成24年2月1日発行

「犬蔵」ポイント新登場！「犬蔵」ポイント新登場！

　川崎市では、武蔵小杉駅周辺地区の拠点整備を進めています。中原図書館は、武蔵小杉駅南口地区
西街区に移転し、装いも新たにオープンする運びとなり、現在準備を進めています。
　CDの提供、雑誌・新聞、閲覧席も増加の予定です。

　川崎市立図書館自動車文庫「たちばな号」は平成24年1月から新たに
「宮前区犬蔵」にも巡回を開始しました。

　●巡回日時：毎月第2・第4木曜日　14:20～ 15:00

　●場　　所：宮前区犬蔵2-35-3-4　宮前美しの森公園内

新ポイント「犬蔵」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。是非ご利用ください。

※ポイントの地図、日程表は図書館ホームページからもご覧いただくことができます。
　http://www.library.kawasaki.jp/riyou_mooving/movingmap.html

開館予定：平成25年 春
場　　所：川崎市中原区小杉町3丁目
　　　　　南口地区西街区再開発ビル内　5・6階
　　　　　（4500平米予定）

☆外観完成予想図☆
この5・6階に図書館が

開館します。
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新中原図書館のご案内新中原図書館のご案内

導入を予定しているサービス・システム
自動貸出機

ご自身で貸出しを済ませられます。
貸出しでお待ちいただく時間も短縮できます。

自動予約棚
予約資料を探す時間を短縮します。
ブックディテクションシステム

貸出処理忘れや、無断持ち出しを防止します。
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　川崎市立図書館では、ベストセラー、最近話題になっている本の寄贈を受け付けています。特にベストセラーは、
多くの方が予約でお待ちになっていますので、ご寄贈くださると助かります。詳しくは、最寄りの川崎市立図書
館にお問い合わせください。
　また、平成24年3月1日から、図書館資料を市民の皆さまがこれまでよりさらに平等で迅速にご利用いただけ
るように、長期の延滞に対する利用制限を見直し、延滞資料の早期回収を強化することにしました。新たな利用
制限が適用されますと、延滞資料を返却しても、一定の期間、本の貸出、予約ができなくなります。皆さまのご
協力をお願いします。詳しくは、川崎市立図書館のポスター、チラシ、ホームページなどでご確認ください。

★予約メールの送信時刻が変わります★
　平成24年3月1日から、図書館が予約を受け付けたときと予約資料がご用意できたときにお送りしているメー
ルの送信時刻が、次のとおりに変わります。予約・リクエスト資料の受け取りでご来館される際は、メールの
送信時刻と内容にご注意ください。

（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。）
2012年もすでにひと月が過ぎてしまいましたが、お正月に初詣に行か

れた方も多いのではないでしょうか？　毎年明治神宮や成田山と並んで全国
トップレベルの初詣客を集めているのが厄除けで名高い「川崎大師」。
江戸時代後期には徳川将軍家が厄除けの祈願をしたり大奥の女中が参拝に

訪れるなどの信仰を集めていました。境内に残る数多くの石碑からは地元と
の関わりの深さが伺えます。
そこで第18回目は「川崎大師」とその周辺（門前町や名産品など）を紹

介した本を集めました。
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A：『文学に現れた川崎大師』　『続・文学に現れた川崎大師』
　 入谷清久／著　 川崎大師遍照叢書刊行会／発行
 　江戸期～平成までの、小説や日記から俳句、漢詩、新聞記事まで川崎大師について触
れた様々な「文章」を取り上げていて、「お大師さま」がいかに長い年月、様々な人々
の信仰を集め続けてきたのかが感じられます。
 　「川崎大師だより」の連載をまとめたもので、正・続で合わせて100編が収録されています。

B：『日本お菓子ばなし　川崎の巻』
　 吉田菊次郎／著　　時事通信社／発行
 　大師参詣土産の代表、久寿餅。その発祥のいわれや生産者の声を紹介しつつ、この「久
寿餅」を「材料」として考案したスイーツのレシピを紹介。著者は、洋菓子店「ブールミッ
シュ」社長で日本を代表するパティシエでもある吉田菊次郎氏。本書では他にも長十郎
梨や禅寺丸柿など川崎の名産品と、それを使ったオリジナルのスイーツ計13品が掲載さ
れています。

C：『京急線普通電車の旅』vol.4　川崎大師・東門前編／ vol.22　港町編
　 京浜急行電鉄株式会社／発行
 　京浜急行電鉄が発行し、駅などで無料配布している沿線案内冊子。平成19年12月発
行の「川崎大師・東門前」編では川崎大師とその参道周辺を案内。平成23年4月発行の「港
町」編では江戸時代の宿場の痕跡から産業遺産、現在も稼働する工場まで川崎の昔と今
をたどります。

A

B

C

第18回

平成24年3月1日から 現在

 • 予約を受け付けたとき
　「予約を受け付けました。」でお送りしています。

８：１５
２１：００ ２１：００

 • 資料がご用意できたとき
　「予約資料がご用意できました。」でお送りしています。 ９：００ ８：３０

読みたい本をより早く！読みたい本をより早く！―寄贈とすみやかな返却のお願い――寄贈とすみやかな返却のお願い―読みたい本をより早く！読みたい本をより早く！―寄贈とすみやかな返却のお願い―
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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8回目は、楠神選手が選ぶ1冊を紹介します。

フロンターレ選手が選ぶフロンターレ選手が選ぶ「わたしの「わたしの11冊」冊」

【MF16　楠神順平選手】
　スピードに乗ったドリブルと変幻自在のボールテクニックが特徴の攻撃的MF。昨シーズンは入団1年目
ながらゴールを奪いにかかる際の攻撃の切り札として活躍したほか、図書館で子どもに紙芝居を読み聞か
せるなどピッチ外でも活躍した。歴史物から新書まで貪欲に本を読んで自分の成長としている。

＊＊＊楠神選手より＊＊＊
　何度か伊坂さんの小説を読んでいたけど、この作品
ですごく好きになった。表現や言い回しが独特で、その
面白さを発見した。

『陽気なギャングが地球を回す』
 伊坂幸太郎／著　【祥伝社】　2003年刊　

≪あらすじ≫　
　ゴキゲン4人組の正体は、百発百中で成功する銀行強盗だった。しかし、ちょっ
とした誤算で売上をトランクに入れたままのクルマを現金輸送車ジャックに奪
われた…不況気分をぶっ飛ばすアクション。

～ご参加ありがとうございました～～ご参加ありがとうございました～
かわさき読書週間（平成23年10月30日～11月12日）を中心に開催した数多くの
イベントの中から、その一部の様子をお知らせします。

読書普及講演会・佐藤忠男先生講演会「読書と映画」　平成23年11月18日（金）
　昨春麻生区にオープンした「日本映画大学」学長の佐藤忠男先生をお
迎えして講演会を開催しました。
　ご自身の幼少期からの読書体験や映画との関わり、そして「映画でな
ければ伝えられない事がある」が、「映画をより深く理解するために読
書から得る知識は不可欠である」とのお話。長年にわたる読書人・映画
人としての膨大な蓄積が感じられ、あっと言う間の2時間でした。金曜
夜の開催であったため、仕事帰りに駆け付けてくださった方も多く、皆
様熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

平成23年11月3日（木・祝）　ブックランドTODOROKI
　今年で3回目を迎える、かわさきフロンターレとの連携イベント。今
年は晴天に恵まれ、例年以上に多くの方が会場ブースに足を運んで下さ
いました。
　紙芝居の読み聞かせやリユース本の頒布会などのお馴染みのコーナー
のほか、今年は新たに子ども向けの「しおり作り」のコーナーも開催。
みんな楽しそうにオリジナルのしおりを作っていました。
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シネマ＆ドラマシネマ＆ドラマな図書館 再び！
　今年で66回目の開催となる毎日映画コンクール。国内の映画賞では２番めに古い歴史を誇る賞で、川崎での授
賞式開催は3回目となります。
　川崎市立図書館では、ロケパネ展や小冊子の作成など様々な形で進めてきた「映像のまちかわさき」との連携
企画の一環として、授賞式が行われる2月13日を中心に、市内各図書館（分館・閲覧所を除く）にて、これまで
のコンクールで大賞を取った作品の原作やシナリオを集めた特集コーナーを設置いたします。
（開催期間は館によって異なりますので、各館へ直接、または図書館ホームページでご確認下さい）

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：

　ベスト5のうちのトップ4、10位までの内5作品を東野圭吾作品が占め、根強い人気の高さを見せつける結果となりました。
　また、年間で最も予約が多かった本は東川篤哉/著「謎解きはディナーのあとで」。一昨年の秋に出版されて以来人気
を保っていましたが、昨年秋にドラマ化されたことでさらに注目されたようです。

児童向け資料の貸出ベスト10

子ども向けの本では、ロングセラーの絵本が10冊中9冊と圧倒的な人気でした。

　 冬の節電対策についてのお願い
　川崎市立図書館では冬の節電対策として、館内の暖房温度を19℃に設定しております。
　場所による暖房の効き具合の差や個人個人の体感によっては寒いと感じる場合もあるかと思われますが、
体温調整しやすい服装でご来館いただくなど、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

2011年のベストリーダーをご紹介します
2011年1月～12月の間で貸出回数の多かった本ベスト10です。

「かわさき歴史めぐり」は執筆者の都合により休載させていただきます。

順位 貸出回数 タイトル 著者表示 出版者 請求記号
1 935 流星の絆 東野圭吾／著 講談社 F1 ヒガ
2 918 使命と魂のリミット 東野圭吾／著 新潮社 F1 ヒガ
3 875 容疑者Xの献身（探偵ガリレオ3） 東野圭吾／著 文藝春秋 F1 ヒガ
4 865 赤い指 東野圭吾／著 講談社 F1 ヒガ
5 849 おそろし－三島屋変調百物語事始－ 宮部みゆき／著 角川書店 F1 ミヤ
5 849 楽園 上 宮部みゆき／著 文藝春秋 F1 ミヤ 1
7 837 夢をかなえるゾウ 水野敬也／〔著〕 飛鳥新社 F1 ミズ
8 810 食堂かたつむり 小川糸／著 ポプラ社 F1 オガ
9 807 聖女の救済 東野圭吾／著 文藝春秋 F1 ヒガ
10 783 告白 湊かなえ／著 双葉社 F1 ミナ

順位 貸出回数 タイトル 著者表示 出版者 請求記号
1 1456 11ぴきのねこ 馬場のぼる/著 こぐま社 E ジユ
2 1411 かいじゅうたちのいるところ モーリス・センダック/さく 冨山房 E カイ
3 1393 からすのパンやさん 加古里子/絵と文 偕成社 E カラ
4 1326 おばけのバーバパパ アネット・チゾン/さく 偕成社 E ババ
5 1296 はじめてのおつかい 筒井頼子/さく　林明子/え 福音館書店 E ハジ
6 1283 わたしのワンピース にしまきかやこ/えとぶん こぐま社 E ワタ

7 1219 ぐりとぐらのかいすいよく なかがわりえこ/さく
やまわきゆりこ/え 福音館書店 E グリ

8 1193 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 913 カイ
9 1189 ねないこだれだ せなけいこ/さく・え 福音館書店 E ネナ
10 1187 どろんこハリー ジーン・ジオン/ぶん 福音館書店 E ドロ


