みんなで
頑張ろう！

と し ょ か ん

コロナに
負けない！

茅ヶ崎市立図書館報

令和２年 10 月

通刊１７４号

新しい生活様式と図書館
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、令和２年４月号・７月号とお休みをしていた図書館報ですが、１０
月号から再開いたしました。いつもはイベント情報などを発信しておりますが、今月号は少し変わった内容でお
届けします。みなさまのおうち時間が少しでも充実したものになりますように。
‐‐‐‐新型コロナウイルス

vs.茅ヶ崎市立図書館【本館】‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

３月 2 日～３月３１日
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、３月
いっぱいの市内施設の休館が決定しました。利
用者の皆様には突然の休館で、大変ご迷惑をお
かけいたしました。開館した際、少しでも「な
んだか図書館変わった…？」と思っていただけ
るよう、休館中は本の整理や掃除、各コーナー
の改善などをしておりました。お気づきになっ
て頂けたでしょうか…

４月１日～４月１2 日
４月１日～３日は「開館」
、４月４日から「臨時休館」とし、本館では「予約取り置き資料の貸出
と、返却のみ（再貸出可）
」という一部のサービスのみ行っていました。館内はカウンターまでの立ち
入りとし、本棚への立ち入りは制限させていただいておりました。４日～１２日はハマミーナ・平日の
小出図書室・移動図書館を除く分室は休室していました。

４月１３日～６月３日
４月７日に国より緊急事態宣言が出されたため、６月１日まで
完全休館となりました。この期間は返却ポストもご利用いただけ
ませんでした。利用者の皆様には再び突然の告知になってしま
い、申し訳ございませんでした。館内の張り紙やチラシ、ホーム
ページや口頭でお伝えしておりましたが、突然のことで情報が届
かなかった方もいらっしゃったと思います。ご不便とご迷惑をお
かけいたしました。当初は６月末までの休館を予定しておりまし
たが、本館の完全休館は６月３日までとなりました。休館中は、
毎年行っている特別図書整理を前倒しし、本館をはじめ、分館・
各図書室の職員総出で行いました。また入り口や車庫に設置され
ているシャッターや自動ドアの工事を実施しました。

６月４日～６月３０日
臨時休館としていましたが、緊急
事態宣言が解除されたため、まずは
「予約取り置き資料の貸出と返却の
み（再貸出可）
」のサービスのみ再開
しました。多くの方に予約をしてい
ただきました。

７月１日～
新しい生活様式に基づき、入館時にはマス
ク着用や、手指のアルコール消毒をお願い
し、７月から再び全面的に開館させていただ
きました。貸出の際は直接的な接触を防ぐた
め、トレー上でのカードの受け渡しや、ビニ
ールカーテン越しの対応にご協力いただいて
おります。この様子は、タウンニュース茅ヶ
崎版の７月１７日号でも取り上げていただき
ました！
当面の間は、飲食コーナーのご利用がいた
だけないことや、座席数が少ないこと等でご
迷惑をおかけいたしますが、今後とも、ご理
解とご協力をお願いいたします。

あんな分室こんな分室～鶴嶺公民館図書室～小和田公民館図書室～
茅ヶ崎市立図書館は、本館・香川の分館に加え、９つの図書室と、２つの配本所があります。今回はその中か
ら 2 つの分室を紹介したいと思います。紹介する項目は、①場所 ②置いてある本の特色 ③アピールポイント
の３点です。②と③は実際に分室で働く職員に考えてもらいました。今回は、鶴嶺公民館図書室・小和田公民館
図書室の２か所をご紹介します。

【鶴嶺公民館図書室】

茅ヶ崎駅北口ターミナル５番乗り場

①茅ヶ崎市萩園 2028 番地 55

寒川駅南口行バスで１0 分 「辻東」下車

茅 53 系統
徒歩５分

②専門的な本よりも、実用的な本や親しみやすい本が沢山あり
ます。中でも特に小説と絵本が充実していると思います。
③今はコロナ禍なので、図書室でゆっくりと読書を楽しんでい
ただくことはできませんが、借りたい本を探していただきやす
い環境だと思っています。

（鶴嶺公民館図書室職員より）

【小和田公民館図書室】

茅ヶ崎駅南口ターミナル２番乗り場

辻１２系統

①茅ヶ崎市美住町６番２０号

若松経由辻堂駅南口行バスで 10 分 「美住町」下車

徒歩４分
②絵本・児童書が多く、保育園の園児の散歩コース・放課後の

小学生の憩いの場になっています。
③市内で一番小さく、古い公民館図書室ですが、新規登録者も
多く、赤ちゃんからご高齢の方までたくさんの利用者さんに愛
（茅ヶ崎市立図書館ＨＰより）

されているのが自慢です。

（小和田公民館図書室職員より）

最近アニメにもなりましたが、ここはじっくり

図書館長のお気に入り

文庫版でどうでしょう。全 24 巻の大作ですが、

毎回職員がお気に入りの本を紹介している
「図書館員のお気に入り」のコーナーですが、
今回は特別版！われらが館長の登場です。

一つ一つのストーリーが短いので手軽に楽しめま
す。盗人にも役人にも様々な立場があり、それぞれ
ひつけとうぞくあらためかた

の人生の機微が感じられます。「火付盗賊改方 長
てつ

『鬼平犯科帳』
（池波正太郎／著

谷川平蔵である 神妙にいたせ」本所の銕さん、理
想の上司像でもあります。
（所蔵情報：本館ほか ９１３．６イ）

文芸春秋）

としょかんの装飾紹介
茅ヶ崎市立図書館の館内には、いろいろな場所にかわいい装飾があります。これらは図書館員
や、ボランティアの方々による手作りのものです。今回はその一部をご紹介します。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて話題となった「アマビ
エ」ですが、茅ヶ崎市立図書館でも図書館員の手によってオリジ
ナルのアマビエちゃんが誕生しました！館内のいろんな場所に飾
ってあるので、探してみてくださいね。

図書館東側の階段を上がる手前、右側に、布の掛け絵があります。
通常は十二支が飾ってあるのですが、クリスマスシーズンはクリス
マス仕様のものになります。これは布絵本などを作ってくださって
いる図書館ボランティア・コスモスの方々の作品です。
③

①

②

図書館の貸出カウンターの上に、茅ヶ崎市立図書
館オリジナルキャラクター・ポンとボンの
Chigastagram が更新されているのをご存じでし
たか？これは図書館員による作品です。
⑤

④

最初の投稿はサザンＣから始まっていますが、ど
うやら飛行機に乗ってえぼし麻呂たちとどこかに
行くようです。イイネの数も、何かの数字になって
いるのでぜひ考えてみてください。
（難易度高め）
これは図書館員による作品です。

１０月の１階特別展示コーナー
ホノルルウィークコラボ企画
『茅ヶ崎×ホノルル 故郷の海を汚さない

２階 展示ホールの
今後のスケジュール

【NOW】～10/14（水）

城山三郎著作展

ために私達にできること』と題して、
「海洋プ

10/16（金）～11/18（水）

ラスチック」「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

『デルトラ・クエスト』の世界

標）」などに関する本を展示・貸出していま

12/1（火）～12/27（日）

す。是非ご覧ください。

～アガサ・クリスティー生誕 130 周年記念～

女探偵を探せ！

１０月以降のイベントについて（各担当より）
🎥 映画会

👶おはなしかい

🌞民話の会

映画会
新型コロナウイルスの感

令和２年度の民話の会

がつまつ

３月 末 までのおはな
かい

ちゅうし

染拡大防止のため、令和２

は、新型コロナウイルス対

し会 は中 止 になりまし

年度の映画会はすべて中止

策の市の方針に基づき、す

た。残 念 です。来 年 の

とします。また、令和２年度

べて中止となります。ご理

４月 からはじめられま

に上映を予定していた作品

解とご了承をお願いいた

すように…アマビエに

は、すべて来年度の上映を

します。

おいのりしています。

ざんねん

らいねん

がつ

予定しております。来年、映

🌻フラワーデザイン
ン
１０月～２月と開催を予定
しておりましたが、市の方針
によりすべて中止となりま
す。
楽しみに待っていてくださっ
た皆様には大変残念なお知ら
せとなってしまい、申し訳あ

画会で皆様にお会いできる

茅ヶ崎市立図書館 本館のお問合せはこちら

ことを楽しみにしていま

電話

す。

０４６７－８７－１００１

火曜日～金曜日は９時～１９時

りません。来年度は開催でき
ることを願っております！

土日祝日は９時～１７時

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、香川分館も今年度末までイベント中止とさせていただきます。
そこで今回は、毎年、年明けに実施し、ご利用いただいている「絵本の福袋」について紹介いたします。
絵本の福袋とは…
図書館員が選んだ２冊セットの絵本が入った袋です。中身のヒントを書いたお勧めコメントがついています。袋
に入っており、そのまま中身を見ずに借りていただいています。中身は開けてみてのお楽しみです。
お一人１袋かぎり、なくなり次第終了します。
これまで５回、実施してきました。利用者の皆様からは、
「ワクワクしました」
「自分ではなかなか選ばない絵本
を読めて面白かった」などのご感想をいただき、選んだ職員の励みになっています。

前回の福袋の内容…
えほん

とお

み

ふ し ぎ

ぼうけん

＊ 絵本を通して見たことのない不思議な冒険をしてみませんか？
「かいじゅうたちのいるところ」（冨山房）、
「しずくのぼうけん」（福音館書店）
だ

＊ なんかい出されても、うれしいしゅくだいはこんなのかな？
「しゅくだい」
（岩崎書店）、
「ともだちや」（偕成社）
ち え

つか

わる

おうさま

＊ 知恵を使って悪い王様をやっつけろ！
「１つぶのおこめ」（光村教育図書）、
「王さまと九人のきょうだい」
（岩波書店）
香川分館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

今年度も、絵本の福袋を予定していますので、

今年度の映画会、おはなし会は中止となります。

もし、年明けに見つけたら、ぜひ、ご利用ください。

皆様のご理解とご了承をお願いいたします🙇

皆様に多くの「福」がありますように！
茅ヶ崎市立図書館

電話

編集後記

香川分館のお問合せはこちら

０４６７－５１－４９４６

火曜日～木曜日、土日祝日は９時～１７時、金曜日は９時～１９時

新型コロナウイルスが猛威をふるう中、茅ヶ崎市立図書館も、イベントの中止やマス
ク着用のお願いなどの対応を取らせていただいております。利用者の皆さまにはご不便 図書館公式 Twitter
をおかけしております。はやく収束することを願うばかりです。またいつも通りの図書
＠chigasaki_lib
館で、みなさまとお会いできますように！

