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本館の閲覧室にある壁面アートを順番に紹介します。

本に親しみ、本を楽しみ、本に学ぶ”というコンセプトにな“

ぞらえ、「本を開く」ということをデザインテーマにしています。

作：此木三紅大氏 松山庭園美術館（匝瑳市） 在住

読書県「ちば」に寄せて
館長 堀 越 崇

東部図書館のカウンター上部の壁面には、芸術家此木

三紅大(このき･みくお)さんが制作された「知識は旅を

」 。 、する というレリーフが１０枚飾ってあります これは

本を開いて飛び出した知識が、空を旅し、人々に愛と英

知を与え、希望にもえた未来と、生命のひかり輝く文化

を築いてゆくというイメージを具象化した、すばらしい

作品です。

図書館は、いうまでもなく、資料を収集･保存し、提

供する施設ですが、そこで実際に行われているのは、情

報、教養、感動といった、広い意味での「知識」のリレ

ーにほかなりません。そうした目で改めて此木さんの作

品を眺めると、読書が人々との愛をはぐくみ、コミュニ

、 、ケーションを築き 創造の源になることに思いをいたし

図書館の任務の重大さを覚えずにおれません。

さて、このたび県では「みんなで取り組む『教育立県

ちば』プラン （千葉県教育振興基本計画）を策定いた」

しましたが、その中で、読書の大切さについて県民の理

、 「 」解と関心を持っていただくことを目的に 読書県 ちば

を推進することになりました。

東部図書館のある、この東総の地は、伊能忠敬や大原

幽学をはじめ、伊藤左千夫など、すぐれた「知」を生み

、 「 」 「 （ ）」出し広めた いわば 知 を播き広めた 知播 ちば

の地でもあります。その意味では、読書を推進するうえ

でまさに「地の利」を得ているといえるでしょう。東部

図書館は、このような「知播」の一翼を担い、旅する知

識の発信地となり、中継地になりたいと考えています。

☆今年は国民読書年☆
今年は「国民読書年」、2年前の平

成20年6月6日に衆参両院全会一致
で国民読書年に関する決議が採択さ
れ、文字･活字文化振興法の制定・施
行5周年にあたる本年を「国民読書
年」とし、国を挙げて読書を推奨する
取組が進められています。

☆企画展☆
・「2010年・宇宙の旅-宇宙(そら）への

憧れ-」 4/17(土)～7/15（木）
・ゆめ半島千葉国体関連企画

「野球の歴史-野球の誕生からWB
C優勝まで」 7/17(土）～10/11(月)

☆図書館の達人☆
・(初級編)「図書館見学会」と「検索研

修」 6/13(日)，7/11(日)
午前9：30～10：30

・(中級編)「検索研修」県立図書館に
所蔵していない資料の探し方

7/14(水) 午後1：30～2：30



参考図書カフェ (７)

敬語は、「日常的に口にしているけれど、きちんと使えているかわからない」「少し不安だけれ
ど、なんとなくそのままでいる」という人が多いのではないのでしょうか。

平成１７年度の『国語に関する世論調査 日本人の敬語意識』［請求記号８１０９／２／０５］に
よると、敬語を難しいと感じている人は全体の約７０％、敬語を使いたいという人は全体の９０％以
上という結果が出ています。尊敬語や謙譲語といった５種類の敬語をひとつひとつ、一から勉強
というのはすこし抵抗があります。しかし、相手の立場を尊重し、TPOに合わせた言葉づかいので
きるたしなみある社会人にもあこがれます。

そこで、今回は『敬語早わかり辞典 あっ便利！』を紹介します。
本書では、敬語の基本的な知識の解説だけではなく、尊敬語や謙譲語、さまざまな敬意を表

す表現を使った言い回しの誤った例と正しい例が示されています。

※参考図書は、より多くの人が利用できるように東部図書館では
個人貸出はしていませんので、図書館内でご利用ください。

例えば…★★

次の表現は○？×？

こちらの商品は、お求めやすくなっております。

正解は×です。

【お求めやすい】ではなく 【お求めになりやすい】が正解です。、

次の表現を敬語に直すと？

連休、どこへ行ったの？

正解は右ページ最下段に。詳しくは本書ｐ１１８で。

『敬語早わかり辞典 あっ便利！』 改訂新版

学研辞典編集部／編 学研 ２００７

請求記号[８１５８／１７]

※貸出可☆関連一般図書☆

『敬語のお辞典』 坂本達 西方草志／編著 三省堂 ２００９

請求記号[８１５８／１９]

「御」のつく言葉を衣食住や時代劇、幼児語などから収録し、約5000語

の敬語の会話例が３４０の場面別・意味別に分類されています。

『例解おかしな日本語正しい日本語』 土屋道雄／著 柏書房 ２００２

請求記号[８１４／２２]

誤用に甘くなれば日本語の力はおとろえるという考えのもと、新聞や書籍などの

誤用の実例を見ながら、日常会話の間違いを解説しています。

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）。

開場：午後１時１５分～ 映画上映：午後１時３０分～

場所：東部図書館３階 研修室

６月１９日（土） 『奥様は魔女』 監督：ルネ・クレール／主演：フレドリック・マーチ★

７月１７日（土） 『ヒロシマナガサキ』 監督：スティーブン・オカザキ★



レファレンスあれこれ（３２）

。 。資料に関する調査・相談にお答えしています 過去に寄せられたご相談の事例を紹介します

元ボゴタ市長（コロンビア）の思想・考え方・発言・演説等

【質問内容】
3月 23日に放映されたBS世界のドキュメンタリー「＜シリーズ 爆走都市＞コロンビア ボ

ゴタ」の中で触れられていた二人の市長（アンタナス・モックスとエンリケ・ペニャロサ）の発言

や演説等の日本語で書かれた資料を探している。

なお、インターネットは、既に調査した。（１件ヒットした）

【調査経過及び結果】

１ 人名から調べる。

（１ ）現代の人名録を調べる。『現代外国人名録』（日外アソシエーツ）該当なし。

（２ ）アルファベット表記を調べる。『カタカナから引く外国人名綴り方字典』（日外アソシエー

ツ）でエンリケ・ペニャロサ→ 、アンタナス・モックス→ と推Enrique Penalosa Antanas Mockus
測しインターネット等で確定する。

（３ ）国会図書館蔵書を調べる。（図書、雑誌記事）該当なし。

（４ ）データベースを調べる

Ｇサーチの人物情報該当なし。新聞記事横断検索はヒットしたが該当なし。

（５）インターネットで検索する。

英語のテキストはいくつかヒットしたが、日本語表記ものは調査済みのもの以外は該当

なし。

２ 地名「コロンビア」と「ボゴタ」から調べる。

（１ ）県立図書館蔵書を調べる。図書と雑誌数冊あったが該当なし。

（ ２ ）アジア経済研究所図書館蔵書を調べる→「ボゴタ」でヒットした図書と雑誌のうち県立図

書館所蔵の資料を調べるが該当なし。

３ 専門図書館に照会する。

（ １ ）アジア経済研究所図書館に照会する→同所で発行している雑誌「ラテンアメリカレポー

ト」や「ワールドトレンド」等にも該当するものがなかった。

エンリケ・ペニャロサは国連大学（東京）で講演したことがあると紹介された。

（２ ）国連大学ライブラリーに照会する。

講演の模様を収録したWEBポータル（英語版、日本語版）とテキスト（英文）の直接リン

ク先を教えてもらうことができたので利用者にその情報を提供した。

“Towards more Egalitarian and Sustainable Cities in Developing Countries”演題

「平等で持続的可能な社会を目指して」

《正解》連休は、どちらへお越しになりましたか？

●担当者のコメント

資料を提供することはできなかったが、外国人名の場合、最初に原綴りを確定することが検

索の精度を高めてくれる。

また、アジア、アフリカ、中東、中南米地域の資料については、アジア経済研究所の蔵書検

索、レファレンスを利用するとより正確な調査となる。



＜行ってみよう！近くの施設 (30)＞

～銚子カメラ博物館～

ＪＲ銚子駅の南側に位置する清川町に「銚子カ
メラ博物館」があります。

開館は平成22年3月27日で、２か月を過ぎたと
ころです。館長の山口佳郎氏は、創業85年の老舗
「山口製菓舗」の社長でもあります。

この博物館開館
は、カメラ収集家で
あった先代の社長
（お父様）山口卓郎
氏の夢で、佳郎氏が
その意志を引き継ぎ
ました。卓郎氏が生
前収集した3,000点あ
まりのカメラを展示し、多くの方に見ていただき
たいという思いから開館し、夢の実現を果たしま
した。

博物館は、パン製造工場の２階に位置します。
外観を見るとネガフィルムが建物を覆っていて、
一目でカメラをイメージできる建物です。

赤い扉を開けて、白い階段を上がっていくと、
そこはもうカメラの世界です。

たくさんのカメラは、明
治・大正・昭和と時代ごと
に展示されています。

左のカメラが入り口で迎え
てくれます。

幕末や明治初期のドラマ
などで目にした方もいらっし
ゃるのではないでしょうか。

右の写真の上段右端のカメ
ラは万延元年（1860年）
桜田門外の変の時代のもの
だそうです。

そのほか、大型湿板暗箱カメラやスプリングカメ
ラ、二眼レフカメラ、隠し撮りなどに使うライタ
ー式カメラなど多種多様なカメラが見られます。

珍しい機関銃型カメラ←
(イギリス軍使用のもの）

ローマの休日で使用され
たライター式カメラ →
と同機種のもの（展示室
は壁面がローマ風になっています。）

また、卓郎氏と親交のあった山岳写真家「田淵
行男氏」の愛用したカメラも展示されています。

現在展示されていますのは、約1,500点と収集
量の半分程度ですが、ずらっと並ぶカメラは圧巻
です。そして驚くことに、そのほとんどが現在も
使用可能だそうです。（卓郎氏はカメラを直して
使えるようにすることが好きだったとのことで
す）

カメラ好きの方はもちろん、そうでない方もぜ
ひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

◆所在地 銚子市清川町2－1122
(℡ 0479-22-4588)

◆開館時間 午前10時～午後4時
（12：00～13：00は昼休み）

◆休館日 月曜日
◆入館料 無料

■ 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
今年は37年ぶりに千葉で国体が開催されます。

国民読書年とあいまって文武両道の健やかな1年とな

りますよう期待しています。

編集・発行：千葉県立東部図書館
千葉県旭市ハの３４９〒２８９－２５２１

０４７９－６２－７０７０℡
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