京都市図書館情報誌
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本で広がる世界 本でふくらむ夢
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とっておきを届けたい
京都市図書館司書のイチオシ！〜外国文学編〜
京都市図書館では，100 人以上の司書が資料の貸出返却をはじめ，様々な業務に従事しています。 図書館

の仕事は多岐にわたり，カウンターで皆様をお迎えする職員以外にも，たくさんの司書が図書館を支えています。
今回は読書週間特別企画「司書 134 人がオススメする本」の中から，一部を紹介します。
10 月 27 日（木）から 11 月 9 日（水）まで，各図書館で，司書 134 人分の推薦文を一枚の大型ポスター

にまとめて掲示しています。 ぜひ足を運んでいただいて，気になる本を手に取ってみてください。 京都市図書
館の司書一同，皆様と本との出会いをお手伝いできたなら，とってもうれしいです。

司書イチオシのSF!
『ラモックス』
ロバート・A・ハインライン ／著
あまのよしたか／カバー・挿絵

大森望／訳

矢島高光／装幀

創元 SF 文庫

スチューアート家にはラモックスという恐竜サイズの宇宙怪獣の
ペットがいます。 ある日，ラモックスは暇をもてあましては隣家の
バラと近所の野良犬をちょっとつまみ食いしてしまいます。 町はた
ちまち大騒ぎ！話はどんどん大きくなり地元の損害賠償問題から星
間外交へ…25 年ぶりに読み返しましたがやっぱり面白くて紹介で

きると安心しました。SF 初心者にも SF が大好きなあなたにもお
すすめの一冊です。（たんぽぽ）

司書イチオシのコメディ！
『窓から逃げた１００歳老人』
ヨナス・ヨナソン／著

柳瀬尚紀／訳

西村書店

２０１６年夏に翻訳家柳瀬尚紀が亡くなった。「不思議の国のアリ

ス」
，
「チョコレート工場の秘密」の翻訳で有名です。スウェーデン
発の世界的ベストセラーを柳瀬さんが翻訳された。「窓から逃げた
１００歳老人」というタイトルも，
内容も思わず吹き出してしまう。“あ
りえないけどこんなことあれば愉しい！”が最後まで盛々。主人公の

「人生なんとかなるものさ」のペースにどんどん引き込まれていく。
最後は超めでたしめでたしで終わらせちゃうハチャメチャ物語。（庭
野草刈人）
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司書イチオシのファンタジー！
『夜のサーカス』
エリン・モーゲンスターン／著

宇佐川晶子／訳

早川書房

忽然と現れ，夜にだけ開かれるサーカス。 白と黒の世界の中で
繰り広げられるショウは，観客を魅了する。しかしそのサーカスは，
若き魔術師シーリアとマルコの，戦いの場でもあった。
戦う相手も知らぬまま，戦うことを運命づけられた二人。最後に
待ち受けるものは…。
非現実的な世界のはずなのに，サーカスも登場人物も本当に存

在しているように思えてくる，不思議な物語です。（Shneemann）

司書イチオシのシリーズ作品！
『警官嫌い』
エド・マクベイン／著

井上一夫／訳

早川書房

「市はきらめく宝石のケースのようだ。 輝く明かりのかげには街
がある。街にはごみもあるのだ」
。警察小説の始祖にしてハードボ
こう し
イルドの秀作，群像小説の嚆矢。 優れた風俗描写に魅力的な謎。
そして，影なる主人公「アイソラ」の街の風景…。「８７分署シリー
ズ」の記念すべき第一作，ここからはまってみませんか？（千）

司書イチオシの恋愛小説！
『真珠の耳飾りの少女』
トレイシー・シュヴァリエ／著

木下哲夫／訳

白水社

日本でも人気の高いヨハネス・フェルメール。彼の代表作である

「真珠の耳飾りの少女」のモデルはヨハネス家に勤める使用人の
少女であった，という物語です。 聡明な少女の目を通して描かれ
る 17 世紀オランダの情景と，
「旦那様」の絵にのせられる色彩。
衣服や装飾品への少女らしい興味と羨望が，フェルメール作品に

描かれている女性たちの姿を鮮やかに想起させます。 読み終わる
頃には画集を開きたくなること間違いなしの一冊です。（F）
京図ものがたり vol.42
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ご存じですか？使って便利な京都市図書館
だれでも！ かんたん！

その 5

便利！

オンラインデータベース
京都市図書館 18 館でご利用いただける 「オンラインデータベース」ってご存知ですか？
掲載日がわからない新聞記事を検索したり，百科事典や各種辞書をまとめて調べることができ
る優れもの！ データの出処が明らかで情報に信頼性があり，操作も簡単。もちろん無料！
最寄りの図書館で，まずは触ってみませんか？
※こどもみらい館，深草，移動図書館ではご利用いただけません。

○聞蔵（きくぞう）Ⅱビジュアル
1985 （昭 60） 年以降の朝日新聞について，記事本

○Japan Knowledge Lib（ジャパン ナレッジ リブ）
『日本大百科全書』
『日本国語大辞典』や外国語辞典，

文中の語句からも検索できるので，気になる言葉の関連

人名事典など多数の事辞典が横断的に検索できます。

記事を網羅。

言葉の意味だけではなく，複数の事辞典に掲載されて

また 1945 （昭 20） ～ 1999 （平 11） 年まで収録の

いる関連記述も一度に検索でき，比較しながら調べら

朝日新聞縮刷版は，
当時の紙面の形でご覧いただけます。

れてとても便利！

こんな使い方も…

こんな使い方も…

◆ 「北海道新幹線について，子どもでもわかる資料はない
かしら？」
☆北海道新幹線は 2016 年 3 月に開通したばかり。 本より
も新聞の方が情報がありそう…。
『聞蔵Ⅱ』の 「ナビ検索」 を使って，
「時事に強くなる」 ➡
「ニュースのおさらいジュニア向け」 と，子ども向けの記事
に絞り込んでから 「北海道新幹線」 を調べると，記事にル
ビが振られ写真も大きく載った記事が見つかった！

◆ 「ニュースでもよく見る“爆買い”って？」
☆ Japan Knowledge Lib なら，
「イミダス」 や 「現代用
語の基礎知識」 も検索対象なので，
やん♪
すごく便利
新しい語句の意味も調べることが
出来ます。また同時に，
「週刊エコ
ノミスト」 などの雑誌記事も検索
出来るので，経済への影響や世界
情勢などもまとめてわかる！
醍醐中央図書館 よもうちゃん

小規模な図書館では，新聞の保存期間や辞書類の所蔵数も限られますが，大規模図書館と同じデータベースを使って様々
な事柄を調べることができます。
＊そのほかにも，４中央館では以下のデータベースがご利用いただけます。
・官報情報検索サービス… ………………………………… 1947 （昭 22） 年～当日発行分までの官報が検索できます。
・D1-Law.com 第一法規法情報総合データベース… … 「判例体系」 や法律関係図書，法律専門雑誌などが検索できます。
＊更に，右京中央図書館では以下のデータベースがご利用いただけます。
日経 BP 記事検索サービス公共図書館版，MAGAZINEPLUS，毎日 News パック，日経テレコン 21，ヨミダス文書館，
THE SANKEI ARCHIVES，ポプラディアネット

★

おすすめポイント ★

お店情報や乗換案内などインターネット検索はとても手軽で便利です。 一方で，言葉の意味や調べたい事柄を検索
したけれど，どのウェブサイトを見ても内容がほぼ同じだったという経験はありませんか？もう少し幅広く，異なる角度
からの情報も知りたいと思うことはないでしょうか。 そんな時は，オンラインデータベースにおまかせください。きち
んと精査された信用度の高い情報を，簡単な操作で調べることができます。 図書館まで足を運ぶ手間はありますが，
新聞記事や雑誌記事，多ジャンルの辞典が一度に検索できるなど『役に立つ』情報をご提供します。 是非一度お近く
の図書館でご利用ください！
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図書館の本棚から

1冊

司書がすすめる

この

『深海の超巨大イカを追え！』
番組スタッフとダイオウイカの，10年に及ぶ戦いの記録
といっても過言ではありません。謎の巨大生物に，さま
ざまな方法で挑んでいく人たちに思わず引き込まれ，
一気読みすること間違いなしです。

NHKスペシャル深海プロジェクト
取材班+坂元志歩／著
光文社新書

日本中にその存在を知らしめ，一躍注目を浴びた深海生物・ダイオウイカを世界で初め
て撮影した，ドキュメンタリー番組を本にしたものです。この本によると，深海に何百万も
の数がいるとされているにも関わらず，生きた姿はほとんど知られていない謎の巨大生物
です。 生きた姿を撮影しようと，10 年間追い続けた人々の軌跡が書かれています。
撮影に成功したのは，日本の小笠原諸島。日本の海に未知の生物が存在すること自
体驚きです。 本には取材中の写真も載っていますが，中でも興味深かったのは，序盤に
出てくる，クジラの皮膚にダイオウイカの吸盤の跡が残っている写真です。 伝説上の生物
のモデルともされる幻のイカが，実際に生きていて，クジラと戦っているというのは，何とも
ロマンあふれる話です。
世界で初めて撮影したという偉業に目を向けがちですが，成功した部分が書かれてい
るのはほんの一部で，どうやってダイオウイカをおびき寄せ，撮影するかという，番組を制
作するスタッフ側の苦労や努力が，文章のほとんどを占めています。 地元の漁師に協力
してもらい，何度も撮影を試み，失敗を繰り返しながらも，情報を集め，少しずつダイオウ
イカに近づいていく姿に，作品を作り上げる難しさと，撮影に対する覚悟が伝わってきます。
沢山の人の努力が実り，姿を現したダイオウイカ。まだまだ深海へ適応する途中だそう
です。その謎が解明される日は近いのかもしれません。（O）

京図ものがたり vol.42
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図書館の特色紹介

Let's チャレンジ
東山図書館 GO!
京都市東山図書館に関する Yes，No クイズに答えて，
楽しみながら東山図書館マスターをめざしましょう。

Yes

No

Go!

今すぐ行こう！

東山図書館は 1983 年に市内 9 番
目の図書館として開館し，今年で 33
年目を迎えます。一般書約 40,000 冊，

東山図書館に
行ったことがある

児童書約 25,000 冊を所蔵していま

Go!

す。 また全国的に有名な京焼，清水
焼の産地として，陶磁器に関する資
料の収集にも力を入れています。

もらいに行こう！

2011 年より毎年発行している，東
山が出てくる文学作品を集めた冊子

「京ひがしやま文学散歩」
を知っている

です。
関連地図やあらすじも紹介してい

Go!

ます。
今年度は場所別索引を作成し，全

読みに行こう！

部で 148 作品を掲載しています。

東山図書館
「ティーンズコーナー」の
特徴を知っている

市内で唯一，
「マンガ・ラノベで読
む古典・歴史のコーナー」があります。

Go!

オススメのティーンズ向けの本とと
もに京都・東山ならではの歴史・古
典に触れる機会を作ってみませんか？

児童コーナーが
リニューアルされた
ことを知っている

見に行こう！

児童コーナー改修工事に伴い，図
書 館 の 入 口 で 皆 様をお 迎えして い
た，
未来のアーティストの作品 「ZOO

Go!

（トーテム・ポール）」 が，児童コー
ナーのシンボル的存在として円型ベ
ンチになりました。

おめでとうございます
あなたは東山図書館
マスターです！
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Go!

次は京都市図書館
マスターをめざそう！
！

〒605-0862
京都市東山区清水5丁目１３０－８
東山区総合庁舎南館2階
TEL 075-541-5455
市バス：
「清水道」下車スグ

こぼれ話

レファレンス

～あなたの知りたいにおこたえします！～

レファレンスとは，みなさんからの質問・相談を受けて調べものに必要な資料を探すお手伝いをするこ
とです。このコーナーでは，京都市図書館の調べものを担当する右京中央図書館の司書がレファレンス
についてのエピソードを紹介します。
各図書館のカウンター窓口・電話・郵便，京都に関することならホームページ経由でも受け付けていま
すので，お気軽にレファレンスサービスをご利用ください。

万両，千両，百両…？
「赤い実のマンリョウ，センリョウと

いる本は右京中央図書館になかった

「みんな赤い実なんですね」と熱

いう木があるでしょう，ジュウリョウも

のですが「一両という木もあるの？」

心にご覧になり，帰り際「友達に相

あって」レファレンスデスクに女性が

と興味を持たれたようです。

談したら，図書館で訊いてみればと

いらっしゃいました。万両千両，縁起

百両＝カラタチバナらしいとわかっ

言われて…来てよかった」と微笑ま

物の木，と考えながらイスをおすすめ

たので，カラタチバナの写真と，カラ

れました。お役にたてたことと，図書

します。
「ヒャクリョウもあるらしいので，

タチバナは百両とも呼ばれている，と

館をおすすめして下さった方がいる

どんな木か知りたくて」百両もあるの？

いう説明のある本を見ていただこうと

とわかったことで，うれしさいっぱいに

と心の中で驚き，カラー写真が載って

探すことにしました。

なったレファレンスでした。

いる本をお探しすることにしました。
最初手に取った『植物レファレン
ス事典』は植物がどの図鑑に載っ
ているかを探す時に便利ですが，索
引に百両が見当たりません。

『図説花と樹の大事典』には，カ
ラタチバナの別称にヒャクリョウ，とあ
りますが白黒の挿絵でした。
『野草の名前 秋冬』にはカラタ
チバナのカラー写真がありました。百

違う名前があるかもと，他の図書

両とは載っていないなぁと思いながら，

館のお知恵を拝借。ウェブサイト［国

興味を持たれた一両＝アリドオシや，

立国会図書館レファレンス協同デー

念のため万両，
千両のページも見ると，

タベース］には，全国の図書館の

こちらに発見！カラタチバナは百両，と

調べもの事例が公開されていて，百

書かれていました。

両＝カラタチバナ，十両＝ヤブコウジ，

『野草の名前 夏』にアカモノの

一両＝アリドオシまたはアカモノ，とい

カラー写真も載っていたので，あわせ

う情報を得ました。ここに紹介されて

て女性にお渡しします。

（参考資料）
・
『野草の名前 秋冬』
『野草の名前
，
夏』
高橋 勝雄／写真・解説 山と溪谷社
・
『植物レファレンス事典
［1］』
日外アソシエーツ編集部／編集 日外アソシエーツ
・
『図説花と樹の大事典』
植物文化研究会／編 柏書房
・国立国会図書館レファレンス協同データベース

（http://crd.ndl.go.jp/reference/）

右京中央図書館：地下鉄東西線「太秦天神川駅」，
市バス
「太秦天神川駅前」，
京福電車「嵐電天神川」駅下車すぐ
京図ものがたり vol.42
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◆ 佛教大学

森田 亜美佳さん

『恋文の技術』
森見 登美彦／著 ポプラ社

「中学生にすすめたい本」
毎年，大学の学生さんたちがインターンシップや図書館実習で，図
書の貸出や返却，配架，おはなし会などの行事に参加して図書館の仕
事を学んでいます。
今号は，中央図書館，右京中央図書館，伏見中央図書館で実習をさ
れた学生さんからの寄稿です。

中島 李夏さん

◆ 京都女子大学

◆ 大谷大学

『都会のトム＆ソーヤ１』
はやみね かおる／著

佐々木 丸美／著

Ｈ . Ｓさん

乙一／著

ある日シングルマザーの「私」が家政婦として派遣
されたのは，64 歳で 80 分しか記憶がもたない「博
士」の家でした。元数学者の博士は数学を愛し，家に
来た「私」の息子にルートと名付けます。「私」と博士
とルートのあたたかな，しかしどこか切ない日常がつづ
られた物語です。ページ数はそれほど多くなく，言葉も
難しくないので読書が苦手な子もチャレンジしやすいと
思います。読了後に心があたたまる，そしてきっと数学
が好きになる名作をぜひ読んでみてください。

集英社

夏のある日，
「私」は事故で死んでしまった。私の死
体とその事実を隠し通そうとする弥生と健兄妹。死ん
だ私だけがすべてを見ていた。戦略を立て，嘘をつき，
まるで子どもの遊びを楽しんでいるかのように行動する
少年の姿にぞっとさせられる。癖があるものの，夏のさ
わやかさと仄かな狂気を含んだ文章に一度触れてみて
ほしい。軽くて読みやすいので，同じ作者の別作品や，
別のホラー作品へと読書の幅を広げる足がかりとして推
薦する。

QRコード

編集・発行

（公財）京都市生涯学習振興財団 財団本部総務課企画係
〒604-8401
TEL

京都市中京区聚楽廻松下町9-2

075-802-3141

ホームページ http://www2.kyotocitylib.jp/
携 帯 サ イト
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地球環境を守るため，できる限り市バス・地下鉄等をご利用ください。

編◆集◆後◆記

秋と言えば，
もちろん「読
書 の秋 」 で す ね。 読 書 週
間の特別企画として，京都
市 図 書 館の司 書 134 人
がオススメす る 本は，も ち
ろん京都市図書館で所蔵し
ている本ばかりです。 秋だ
けでは時 間が足りない？
面白くって，一挙に読めてし
まう？ 本の専門家が薦め
る多彩な作品を相棒に，ぜ
ひ「読書の秋」 を満喫して
ください。（M）

発行
平成28年10月

安川 絢菜さん

『夏と花火と私の死体』

新潮社

vol.42

東京創元社

孤児院で数年過ごした後，ある家庭に引きとられるこ
とになった飛鳥。 彼らからは毎日いじめを受けるため，
数年後家出します。幼い頃に出会った男性に再会し，事
情を話し，二人で暮らすようになります。日々，彼の友
達，家政婦，アパートの管理人といった様々な人との関
わりを持ちます。それは少しずつ，飛鳥を大人へと成長
させてくれるきっかけになっていました。
読めば必ず，自分の周りで支えてくれる人にありがと
うと伝えたくなるような一冊です。

◆ 同志社大学

『博士の愛した数式』
小川 洋子／著

石川 慈さん

『雪の断章』

講談社

ごく普通の中学生・内藤内人は，塾からの帰り道，学
校創設以来の秀才とうたわれるクラスメイトの竜王創也
を見かける。「なんでこんなところに創也が…。」
創也のとある「秘密」を，
偶然知った内人。その日から，
今まで何の関わりもなかった二人の日常は，大きく変わ
り始める。
中学生コンビが都会（まち）で繰り広げるハチャメチャ
冒険ミステリー！冒険するためのフィールドは，意外にも
近くにころがっているんだ。そう気づかせてくれる一冊
です。

◆ 同志社大学

この本は書簡体小説といって，全ての文章が誰かから
誰かへ書かれた手紙になっているものです。登場人物
たちの手紙のやりとりを通して，その関係性が少しずつ
見えていくところがおもしろいです。
今はメールやラインでコミュニケーションを取ること
が多いですが，手紙を書くのも良いなと思えるような本
です。皆さんもこの本を読んで，遠く離れた友達や，気
になるあの子に，すてきな手紙を書いてみませんか？

