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▼講座のご案内

「病気や治療法を知ることの大切さ」
講師：服部幸枝 氏
(国保旭中央病院看護師 患者図書室担当)
２月１６日（土）１３：３０～１５：００
（開場１３：００）
会場：３階研修室

▼年末年始休館のお知らせ

１２月２８日（金）～１月４日（金）まで、休館

します。

なお、休館中でも資料の返却ができます。

東部図書館正面入口左側のブックポストをご

利用ください。

▼利用者アンケートを実施しました

１０月１０日(水)～１０月２１日(日)の間、

来館された皆様に利用者アンケートをお
願いしました。お忙しい中、アンケートに
ご協力いただき、ありがとうございました。

→＜結果を掲載しました＞

▼展示コーナー資料紹介

・現在展示中
「古典に親しむ 平安・鎌倉時代の文学」
展示期間１１月１日（木）～１月１７日（木）

・次回展示予定
「直木賞・芥川賞の作品Part２
１９６５～１９８８」



蛇 不死と再生の民俗

谷川 健一／著

冨山房インターナショナル

2012 ［387/160］

最近は機会が減ったとはいうものの、蛇

に出会ったときに多くの人が抱く畏怖感に

は言い難いものがありますが、この感覚は

時代を問わないようです。

本書では、日本地名研究所所長であ

り、また作家・歌人としても高名な民俗学

者の谷川健一氏が、縄文土器の蛇の文様

から、古事記・日本書紀等の文献を駆使

し、さらに沖縄の民俗からも考察して、わ

れわれが祖先から抱き続けている、蛇へ

の畏怖感を解き明かしています。

蛇のファッション考

堀江 珠喜／著

アートダイジェスト 2012 [7011/63]

蛇を苦手とする人が多いにもかかわら

ず、蛇は人間の文化に深くかかわり、絵画

や装飾品、神話やことわざなど様々なとこ

ろに登場しています。得体の知れない姿

だからこそ、かえって想像力を喚起させる

のかもしれません。イヴを誘惑する蛇やメ

デューサのように悪魔的と捉えられる一方

で、知恵と豊穣の女神・弁財天や医術の

神アスクレピオスなど、多くの神々の化身

や使いともされています。農耕民族にとっ

ては、水をもたらす川をイメージさせ、農作

物を狙うネズミを捕る蛇は財産のシンボ

ル。脱皮するという生態から復活や不死の

象徴ともされ、幸運をもたらすと信じられて

います。蛇に興味が持てる１冊です。

インドどうぶつ奇譚 空飛ぶ象

西岡 直樹／著

八坂書房

2010 [38825/7]

ヘビはインドでは身近な存在で、「幸運

と繁栄をもたらす神」や「家の守り神」など

と言われています。

その一方で、毒ヘビに噛まれて、命を落

とす人が少なくないそうです。噛まれて亡

くなった人は、荼毘にふさず、川へ流しま

す。流す理由は、女神モノシャの霊験記と

いう物語の中の、貞女ベフラがヘビに噛ま

れて亡くなった夫と川を流れていき、困難

を乗り越えながら、最後には命を取り戻す

様子が基になっているそうです。

その他にも、この本には

１６の動物の話が載ってい

るので、そちらもぜひ読ん

でみてください。

山頭火名句鑑賞

村上 護／著

春陽堂書店 200７ [91136/372]

蛇の苦手な人にはこちらを・・・。

春ふかい 草をふみわけ 蛇いちご

放浪の俳人といわれ、無季自由律俳句

で知られる種田山頭火の句です。

昨年はＣＭで「やつぱり一人がよろしい

雑草」が、今年は映画で「このみちや い

くたりゆきし われは けふゆく」の句がそ

れぞれ用いられ、この名を耳にする機会

が増えたように感じます。

８万句以上詠まれたと言われる山頭火の

句の中から１７０句を選び、俳句の詠まれ

た背景や表現などを解説しています。ま

た、放浪の地図も添えられ、山頭火の生

涯にも触れることのできる１冊です。

※[ ]内は資料の請求記号です。

図書館ぶらり散歩（３４）

へ びへ び の 本



<調べ方案内１０> （千葉県立図書館のホームページ①『菜の花ライブラリー』）
県立図書館のホームページが、平成２４年１１月にリニューアルしました。今回ご紹介するのは

『菜の花ライブラリー』です。千葉県関係のことや人物を調べるのに便利です。

●『菜の花ライブラリー』とは
県立図書館が作成した千葉県関係の５つのデータベースの集まりです。千葉県関係の調べた

い事柄や人物などのキーワードを入力すると、関係する資料をまとめて探すことができます。

●５つのデータベース

◇千葉県歴史関係雑誌記事索引：千葉県の歴史に関する雑誌論文・雑誌記事の目次情報。
◇千葉県関係新聞・雑誌記事索引 ：西部図書館所蔵の新聞・雑誌から、千葉日報を中心に千
葉県関係の記事を採録した索引（新聞や雑誌により収録対象が異なります。）。

◇千葉県関係人名索引：郡誌、市町村誌等の人名、生没年、業績等を抽出した人名索引
（千葉県十二郡誌人名索引、東総地域人名索引、長生郡市人名索引［近現代編］）。

◇千葉県デジタルアーカイブ：中央図書館所蔵の千葉県関係貴重書をデジタル資料公開。
◇調べ方案内（パスファインダー）：千葉県に関するテーマ・話題についての資料や情報の調
べ方を紹介。

●検索例：「伊藤左千夫」についていろいろと調べたい。
キーワード：「伊藤左千夫」で検索。２２０件ヒットしました(下画面）。

千葉県歴史関係雑誌記事索引や千葉県関係新聞・雑誌記事索引で、伊藤左千夫に関する様
々な記事が、どのような雑誌や新聞に載っているのかがわかります。検索結果に表示された雑誌
記事、新聞記事等の閲覧や複写については、お気軽にご相談ください。
また、千葉県人名索引で伊藤左千夫のプロフィールを見たり、千葉県デジタルアーカイブで

伊藤左千夫の直筆書簡を画像で見ることができます。

名 作 映 画 鑑 賞 会 の ご 案 内

毎月第３土曜日に、名作映画鑑賞会を開催しています。 (入場無料 )

（なお、２月の開催はありません。 ）

開場 ： 午後１時１ ５分～ 映画上映 ： 午後１時３ ０分～
場所 ： 東部図書館３階研修室

★ １月１ ９日 (土 ） 『氷雪の門 樺太１９ ４ ５年夏』 監督 ： 村山 三男

主演 ： 二木てるみ

★ ３月１ ６日 (土 ） 『命のビザ』 監督 ： 大山 勝美
主演 ： 加藤 剛



＜行ってみよう！近くの施設 (35)＞

～ 国保旭中央病院患者図書室 ～

多くの人々が行き交う本館１階ロビー。だが患者

図書室の扉を開けると、そこは静かで温かい雰囲気

に包まれていた。落

ち着いた色調の書棚

には医療・健康関係

の書物が約７００冊並

んでいる。ＮＰＯ「医

療の質に関する研究

会」（質研）患者図書

室プロジェクトの一環

として２０１１年５月開

室。このプロジェクトに

より開室した患者図書室の中で利用者数は１位を誇る。

書物だけではなくパンフレットも充実しており、設

置してあるパソコンで情報検索も可能。ＣＤ・ＤＶ

Ｄなどにより、音声や画像からの情報にも触れるこ

とができる。

利用するのは患者さん・ご家

族以外にも、お見舞いで立ち

寄ったり、口コミで知った一般

の方々など様々。薬局での待

ち時間にのぞいてみるという方

も。無料で利用できるため気軽

に立ち寄れる。本は最新版が

揃っているため、自分で購入したい分野の本の下調べ

に訪れる人も。子ども連れでも利用しやすいよう絵本の

準備もあり、利用者への細かい気配りが感じられた。

患者図書室には看護師が

いて、室内の本の内容に関

すること、受診時に抱いた

疑問など、話を聞いて一緒

に考えてくれる。「医学関係

の本が置いてあり、自分で

読むだけ」の図書室ではな

く、利用後もその利用目的

に関することを聞いてくれ

る医療従事者がいる図書

室。目的に応じて医療連携福祉相談室など来室者の

目的に沿った院内部署への案内もしてくれる。

担当看護師の服部さんに話を伺った。「開室以来

感じていることは、利用者の皆さんはこのような施

分野ごとに並ぶ本

Ｃ
Ｄ
な
ど
も
聴
け
る

扉を開けると…

設を望んでいたということです。病気について知る

のは不安。そんな時すぐに医療に関する知識を持っ

ている人に話をすることができる場所。今後どうす

るか自分の考えをまとめることができる場所。一人

ひとりの来室する事情は様々ですが、医療従事者が

いる安心感・信頼感から多くの方に利用していただ

いているのだと思います。」

また、日頃から心掛けていることについて伺うと、

「来室者の様子を見て声掛けを行います。様子によ

ってタイミングも変わります。お帰りになる頃に声

をかけることもあります。むやみに話しかけるので

はなく、『あの人は聞きやすそうだ。』と、思わせる

雰囲気づくりを大切にしています。」

同室に来室後、診察を受け、その様子を話しに立

ち寄る方もいるという。「お医者さんとうまく話せ

た。」との言葉に同室が役立っていることを実感す

る、とも。同室を利用することは診療を受ける上で

医療従事者とよりよいコミュニケーションを取るこ

との一助となっている。このことを患者さんは勿論、

院内でも医師をはじめとする医療従事者に理解して

もらうことを目標にしているそうだ。

病気と向き合うには

勇気がいるが、和やか

な雰囲気の中で本を見

て過ごすだけでも、気持

ちが楽になるのではと感

じた。

患者図書室 ほすぴたるひろば

-みんなの医療情報AからZまで-

◆所在地 千葉県旭市イの１３２６番地

国保旭中央病院 本館１階

◆電 話 ０４７９－６３－８１１１（病院代表）

◆開室日 月曜日から金曜日

９ 時から１５時まで

◆閉室日 土・日曜日、祝日、年末年始

◆URL http://www.hospital.asahi.chiba.jp

/about/facilities/library/

パンフレットも自由に

■ 県立図書館の資料は、市町村立図書館などを通じて利用することもできます。
お近くの図書館、あるいは公民館図書室等の読書施設にご相談ください。

■ 県立図書館では、千葉県に関する資料を収集しています。
グループ・職場などで資料を発行されたときには、情報をお寄せください。

編集長の独り言

平成２５年は巳年です。ぶらり散歩で蛇の本を紹介しました。

蛇は七福神の中の弁財天様のお使いであり、福徳を与えてくれる

と言われています。よい年が迎えられるようお祈りしています。

編集・発行：千葉県立東部図書館
〒289-2521

千葉県旭市ハの３４９
℡0479-62-7070

URL：http://www.library.pref.chiba.lg.jp/



　平成２４年１０月１０日～１０月２１日に実施しましたアンケート調査の結果をご報告します。
アンケート回収枚数は２５９枚で回収率は約７０％でした。アンケートにご協力いただきまして、ありがとうございました。

○年齢 ○職業

○住所 ○来館頻度

○来館目的 ○交通手段

・回答者の２割強が６０歳以上で、続いて１０代、５０代、４０代、２０・３０代の順になっています。
・職業については、その他（無職等）が２４％、次いで家事１４％になっています。
・住所については、「旭市」が半数以上の約６割を占め、自動車で来館される方が圧等的に多く、８割弱となっています。
・来館目的については、「仕事上の調べもの」・「学校の調べもの」・「個人的な研究」・「日常の調べもの」が合わせて４５％、「趣味・娯楽」が３５％となっています。

①お探しの本（資料）は利用できましたか。
②館内案内図や書架の表示、カウンターの表示などは、わかりやすいですか。
③職員の対応はいかがですか。
④他の図書館からの本の取り寄せの期間や手続きはいかがですか。
⑤資料検索機、インターネット等のパソコンでお探しの情報は得られましたか。
⑥調べものや探している本のことで、職員に相談したときの回答は的確でしたか。

東部図書館　利用者アンケート集計結果

共通設問

サービスの満足度について、①から③については「未記入」を除いて「非常に満足」又は「満足」と回答した方が約７割近く又は約7割以上と高い評価をいただきました。
④から⑥についても、「利用なし」と「未記入」を除いて「非常に満足」又は「満足」と回答した方が7割以上でしたが、「利用なし」又は「未記入」回答の方が昨年同様多く、
いずれも回答者全体の半分近くを占めています。
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東部図書館設問

１．目的は果たせていますか。 ２．図書館資料は主にどのようにして探しますか。（複数回答可）

県立図書館では、限られた予算を有効に使うため、各図書館の重点収集分野を以下のように定め、３館での重複を避けた資料収集をしています。

　　また、県立図書館の資料収集のしかたについては、半数以上の方が知らないとの回答
でした。

アンケートにご協力いただき

ありがとうございました

「インターネットからの図書の予約」「電子メールによる調査相談」「近隣の公共図書館への
県立図書館資料の取り寄せ」について、「利用なし」または「知らない」と回答した方が5割を
超えていました。県立図書館ホームページにつきましては、１１月１日からリニューアルし、
新しい図書館サービスを追加しました。ホームページをはじめとする様々な図書館サービス
について、もっと知っていただいて、利用できるよう広報に努めてまいります。

　　東部図書館：文学・歴史

３．このような県立図書館の収集のしかたはご存知でしたか？

４．次のサービスを知っていますか。
①県立図書館ホームページ
②インターネットからの図書の予約

　　中央図書館：社会科学など下記以外・千葉県関係・児童資料
　　西部図書館：自然科学・技術・工学

③電子メールによる調査相談（レファレンス）
④近隣の公共図書館への県立図書館資料の取り寄せ

図書館資料の探し方については、「直接書架を探す」と回答された方が多く、「図書館の検索
コーナーで探す」（回答83件23％）が昨年度（19％）に比べて増えています。

　　目的を果たせているかについては、８割弱の方がやや満足以上と回答をいただきました。
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