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江戸川区立篠崎図書館 〒133-0061 江戸川区篠崎町 7-20-19 篠崎文化プラザ内 （03-3670-9102）

− 情報ソースをお気軽に−

インターネットと情報データベース
で必要な情報を閲覧ください。
CD、DVDの試視聴もできます。
ITコーナー：7席、AVコーナー：3
ブース（5席）

―
―

情報データベースは
ビジネス、新聞記事、
医療・健康、法律な
ど。うまく使ってア
ドバンテージ獲得。

メディアワークルーム
− もうひとつの書斎−

パソコン・電子機器を持ち込んでお仕事や
調査ができます。フレッツ・スポットによ
りインターネット環境になっていますので
情報収集に便利。12席あります。

―
―

インターネットをお使い
の方は、事前にフレッ
ツ・スポット（NTT東日
本）との契約が必要です。

グループ研究室

− みんなで絞る文殊の知恵−

―
―

図書館の資料を活用してグループでの調査・
研究に使える部屋です。大小3つの部屋があ
ります。

篠崎図書館の開館にあたって

IT・AVコーナー

はじめまして︒館長の前川啓二と申します︒
篠 崎 図 書 館 の運 営 は︑区 内 の図 書 館では初の
試みとして民間の活力と運営ノウハウが導入さ
れ︑︵株 ︶図 書 館 流 通 センター におまかせいただ
くことになりました︒わたくしも︑スタッフも全
員弊社の一員です︒

何が新しくなったのか︱ ひとくちで言うなら︑
﹁大 人 の生 活 を支 える大 人 のための 万冊の図
書館﹂になったということです︒
図書館をレストランにたとえるなら︑﹁
大人のフ
レー バー ﹂が濃 い味 付 けという ことになるでしょ
う か︒たとえばそれは︑各 世 代 の大 人 の課題解
決のための情報をそろえたり︑﹁集中とリラック
ス﹂を両立させながらゆったりと時間を楽しめる
工夫であったりします︒そのかわりキッズメニュー
を 思 い切 って控 えることにしましたけれども︑
﹁大 人 の入 り口 ﹂にさ しかかったヤングアダルト
︵ YA
︶
へのメニューを用意しています︒

図 書 館 を﹁人 類 の英 知 を未 来へと生 かす 知 恵
情報の宝庫﹂と考えているわたしたちの使命は︑
新しい気風を創り出して地域社会に貢献するこ
とです︒
わたくしはもともと篠 崎 の住 人です︒江戸川
を渡 る風 に吹 かれながら暮 らしてきました︒で
すから︑図書館が地域に何を波及できるか︑利
用 されるす べての人 々 のための情 報 拠 点 になれ
るかどうか︑をいつも念頭に置いています︒

カウンターで︑フロアで︑専門性を身につけた明
るく元気なスタッフがお手伝いいたします︒さあ︑
︿困 ったら行 き︑聞 き︑アクセス﹀してくださ い︒
利用者の皆様と図書館のお互いのはたらきかけ
による︿成長し︑進化し︑情報を発信しつづける
図書館﹀
づくりがいよいよはじまりました︒

〈あたらしい空間＠篠崎図書館〉をご活用ください。

6

＊オープニング企画／講演会のお知らせ＊

わたしと日本、そしてインド
― 国際インド人学校（瑞江校）発の教育マインド ―
講師：ニヤンタ・デシュパンデ氏
国際インド人学校（GIIS）日本代表 MBA
日時：2008年7月12日 14時〜16時 (13時
30分開場）
場所：篠崎文化プラザ 第２講義室
定員：50人（先着順・無料）予約制ではありま
せん．当日どなたでもご参加いただけます．
お問い合わせ：篠崎図書館（03-3670-9102）
江戸川区瑞江にある国際インド人学校では、グ
ローバルな視野をもった人材育成や IT立国化に直結
した数理教育が実践されています。「アジア発の新
しい風」とは何かを知るよい機会となるでしょう．
皆様のご参加をお待ちいたします。
※ 講演は日本語です．

The Voice of User
― 利用者の方がたの声を集めて ―
***************************************************************************************
篠崎図書館がオープンしたら、こう使ってみたい― 地域の方々から期待や提案の声をいただきました。その一部を紹介いた
します。ひとりひとりのご意見が図書館のフロアのすみずみまで行き渡るよう努力いたします。

***************************************************************************************
地元の図書館への期待
私の仕事は物作り屋です。鉄、ステン、アルミ等の材料から
部品を作る仕事です。その傍らアイディア商品「犬のフン取り
器」、「さすまた」なども作っています。
製作にあたり専門用語、特殊材料、機械加工、電気回路な
どで悩み調べたいことがあります。ちょっと調べたいと思った
ときインターネットも便利ですが、ものごとが深く書いてあると
いう面でやはり専門書が必要になります。見たいところは一
部です。買うにはもったいないとういことで身近にある図書館
はわたしの蔵書になるでしょう。また、回し読みという点でまさ
にリサイクル（エコ）です。
昔からある図書館、これを機会に利用したいと思うし利用し
ない手はないと思います。
地域紹介、地場産業、人生大学などいろいろあると聞きま
す。楽しみが一つ増えた感じです。これからの篠崎図書館に
大変期待しています。
実川 享（工場経営者 江戸川区鹿骨）
図書館より：
モノをつくられる立場からのお言葉をありがとうございます。
図書館も必要な技術書や技術総攬を充実させて地元の産
業と仕事にとって「役に立つ本棚」になれるよう努力してまい
ります。

篠崎図書館への期待と提案
子供が小学生の頃は、近くの東部コミュニティ図書館で子
供の本を借りる程度だったので、特に不便を感じることもあり
ませんでした。やがて中学に入り、資料作成の課題が出るよ
うになると、参考になる本を探すのは容易ではないと感じ始
めました。
コミュニティ図書館には本が少ないため、江戸川区立中央
図書館や都立図書館まで問い合わせることもあります。ただ、
本によっては取り寄せることができないものもあり、直接図書
館まで出向き調べたりと不便さを感じることも度々です。
今回、篠崎駅に新しい図書館が開設されるとのこと、本を
直接手にとって探すこともできるし何より専門の方が相談に
のっていただけることが助かります。
江戸川という地域柄、小さな子を持つご家族も多く同じよう
なお悩みをもつ方も多いのではないでしょうか。

新しい図書館には今後、広い世代に愛される地域密着の図
書館に成長していってほしいと思います。
前田真由美 （主婦 江戸川区南篠崎町）
図書館より：
重要なご提言をありがとうございます。自由研究や「調べ学
習」に図書館の資料をご活用いただけるよう努力いたします。
より適切な資料をお求めのときはスタッフにご相談ください。

図書館オープンによせて
新しいコンセプトでの篠崎図書館のオープンを区民の一人
として大変嬉しく、大人のための図書館ということでまた違っ
た空間になると楽しみにしています。
現代は核家族化も進み、なかなかゆっくり読書をするという
機会も少ないかと思っていますが、一人になる時間というの
はとても必要です。仕事帰りに立ち寄ってみたり、小さなお
子さんのいるご夫婦は協力し合って互いに一人でゆっくり図
書館に足を運ぶ機会をつくり合うのもいいものです。日々の
生活でパンクしそうな気持ちにも潤いをもたらし新しい発見
や夢や希望も生まれるのではないかとも思います。
飽食時代の反面、心は栄養不足状態が続いているのが社
会現象にも現われています。体への栄養の摂りすぎは病気
を起こしますが、心への摂りすぎは、思いやりという形に変え
自分以外の人へ分けることができます。
読書をはじめさまざまな文化的な刺激によって栄養満点の
本当の意味での豊かさを取り戻せたら、とこの図書館のオー
プンに期待します。
高田圭子 （音楽教室主宰・ヴァイオリニスト
江戸川区中央）
図書館より：
本の「こころへの効果」をずばり言い当ててくださり、ありが
とうございます。当館は「音楽の効果」にも注意を払い、レベ
ルの高いCDをそろえてまいります。ご助言を期待しています。

篠崎図書館さんへ

夜の図書館

新図書館の開館おめでとうございます。
区立図書館は、中央図書館を中心にして、コミュニティ図
書館を含めた各衛星図書館が、地域に密着して、文化の推
進に努力してきたと思いますが、衛星図書館が、「大人のた
めの図書館」とは。
大人と子どもの会話が大切になっている時期と思うのに地
域の子どもたちはどうするのでしょう。２〜３年先に子どもの
施設が出来るからといっても、大人にとっての２年と子どもに
とっての２年は、比較にならないほど後者のほうが長い大切
な時間ではないでしょうか。規模的に６万冊といえば、コミュ
ニティ図書館の約２倍でしょうから、対応できぬわけでもある
まいとも思いますが。
どうか既成の事実に捉われずに、自由に区民のニーズに
対応して頂けることを期待します。とはいっても声高な要求
に迎合するポピュリズムにおちいることなく、理念に裏付けら
れた運営を望みたいのです。
ご健闘を祈ります。
粟屋育造 （江戸川区おはなしボランティア連絡会
江戸川区大杉）

50歳主婦、パート勤務、持ち金少々、本が好き。そんな私
に篠崎図書館のオープンは朗報です。夜9時30分までの開
館、夕食のあと自転車で遊びに行けるところが増えてとって
も嬉しい。 パートの仕事はしっかりこなしていますが、社会
がどんどん進化していく中でなんだか少しおいてきぼりの感
もあります。自分のからっぽになってしまった引き出しを、もう
一度充実させたいなと考えていたところです。でも、どうやっ
て？その答えが夜の図書館に見つかるかも、と期待してい
ます。
今は自宅のリビングでネットを開けばたくさんの情報が得ら
れるけど、それではなんだか物足りない。やっぱりいろんな
本を使って自分で調べるのが私には合っているようです。読
書の幅も拡がりそうで、この図書館でどんな本に出会えるか
今から楽しみです。
でも、責任もちょっぴり感じます。地元の図書館がよくなっ
ていくには、私たち住民がいっぱい利用しなくちゃね。図書
館好きが増えるよう、私は友達との待ち合わせ場所をここに
決めました。
佐藤裕子 （主婦 江戸川区西篠崎）

図書館より：
きびしいご提言として受け止めております。わたしたちは、
ヤングアダルトの幅を広くとって、「大人への入門書」を読め
る配慮をしてまいります。それから、「昔こどもだった大人た
ち」も土地の民話や伝承に魅力を感じており、いつか「大人
へのおはなし会」ができれば、と考えています。

図書館より：
図書館が地域の知的情報源になるのがわたしたちの夢で
す。佐藤様のようなはたらきかけの積み重ねで夢を実現させ
ていきたいです。夜もおそくまで開館してお待ちしています。

***************************************************************************************

図書館移転追跡！
旧館から新館へ。期待も不安も丸ごと受けとめ
ての引っ越しでした。

多くの利用者に親しまれた旧
篠崎図書館は、約40年の歴史
の積み重ねのうちに、今年の3
月31日にいったん幕を下ろしま
した。

ご苦労さまでした。よき伝統は
わたしたちが引き継ぎます。

その頃、旧館の真西の方角に
急ピッチで建設をすすめているビ
ルがありました。

新しい篠崎図書館には6月中旬まで
に大部分の本が運び込まれ、てんや
わんやの大騒ぎのうちに開館準備作
業が進行。

これが「篠崎文化プラザ」の入る篠
崎ツインプレイスのビルだったので
す。
書架に本がきれいに並び、
オープンを待つばかりに。そ
れはほんとうにぎりぎりの7月
はじめのことでした。

！スタッフのセレクト！ その第１回
このコーナーでは、篠崎図書館で働くスタッフが、ほとんど・個人的趣味に・基づいて・選んだオススメ本とCD、気になる本とCD
を毎月紹介してまいります。
館報創刊号にてめでたくも口火を切ったのは、本を引っさげてエントリーしたKさんです。セレクターの内的衝動がひしひしと感
じられ、あまつさえ個人的などっぷり感も。この「本の目きき」を初回にもってきて、正解でした。
Ｋ さんのセレクト
「肉体の悪魔」 R. ラディゲ・作 中条省平・訳 光文
社古典新訳文庫
「幻獣ムベンベを追え」 高野秀行・著 集英社文庫
栄えある第１回の「肉体の悪魔」は筋書きだけ説明しますと、
すごくつまらなそうな話なのに、それをこんなに面白く書けるな
んて天才としか言いようがありません。 （ラディゲもいまさら私
に言われたくないでしょうが．．．）
二、三行ごとに「いや〜それは違うだろう」とか「若者よ、そん
なことを思いつくなんて！」とか、突っ込みどころが満載。もち
ろん、突っ込むだけではなく、時折感心してしまう箇所も。そう
こうしているうちに、すっかりこの小説に取り込まれ、どっぷりと
その世界にはまってしまう。 読了後は、しばし呆然。そして徐
々に現実の自分が戻るにつれ、ここに書かれているようなこと
から遠く離れている淋しさを感じつつも、

文月◆7月

※どちらも篠崎図書館に所蔵。
肉体の悪魔 （B953 ラ）
幻獣ムベンベを追え （B294タ）

小松菜発泡酒

江戸前の海
葛西の海は大昔から人々の生活を支えてきま
した。埋め立てがすすんでかつての面影はなく
なりましたが、どっこい、海はまだまだ元気で
す。「江戸前の海」を紹介する本を集めました。
魚。底生生物。浜辺。沿岸工業地帯。舟と船。
ひとときわれわれの海をながめてください。
期間：7月6日〜31日
場所：展示本コーナー

葉月◆8月

もうこわくない、はじめて挑戦するコトとモノ。
生活を変えてみる趣味系、実用系のマニュアルや
入門書を特集します。
夏休みに、自分を変えるきっかけづくりを。
期間：8月1日〜31日
場所：展示本コーナー

もうひとつ。コンゴのテレ湖に棲むという「幻獣」を探しに、本当
に現地に行ってしまった某大学探検部の冒険談。幻獣の名は
ʻモケーレ・ムベンベʼ．．． 虹とともに現れるものという意味
だそうです。
プロローグを読んだだけで探検の準備をする夢を見て、読
了した夜はテレ湖でボア村の酋長に迎えられる夢を見ました。
自分も一緒に探検に行って来たような気持ちになれる一冊で
す。

********************************************
江戸川まいにんぐ
発掘第１回

☆特集展示☆

はじめての○○

ʻ肉体の悪魔ʼから自由でいられることに、心の底から安堵せ
ずにいられませんでした。

「区内路上観察」で遭遇した、けっこうレアで、それ
でいてけっこう役立ちそう、な情報をお届けします。
さて、初回の掘り出しものは：江戸川区ならではの
「小松菜発泡酒」。こんな「地酒」をご存じでしたか？
区内の有志がアイディアを新潟県の地ビール工場にも
ちかけ、数年前にめでたく市場化されました。麦芽と
ホップのビールベースに小松菜風味がたくみに潜んでい
ます。江戸川区は「花と野菜の夢産地」。その緑の畑に
直結したお酒ですから、ヘ
ルシーそのもの。
読書しようにもどうにも
暑い熱帯夜に、「小松菜発
泡酒」で身もこころもクー
ルにして読むのもまた佳き
哉。
区内の限られた酒屋さん
でしか買えませんが、見か
けましたらぜひトライのほ
どを。
（miningとは：資源や情報を掘り出すこと）

*******************************************

