
これからの開館30周年記念イベント予定

9月
 ～12月

　松江市立図書館の読み聞かせ
グループによるストーリーテリ
ング。この期間中に中央図書館・
島根図書館・東出雲図書館でお
話を聞いてシールを集めたらオ
リジナル缶バッジをプレゼント
します。

「世界の昔話を
 30話聞こう！」

11月14日（月）
 ～20日（日）

八雲貴重資料
特別展示

小泉凡氏による
ミニトーク

松江市民文化祭第20回記念
松江市立図書館開館30周年記念

～映画「殿、利息でござる！」の
    原作 「無私の日本人」の著者～
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土
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土

磯田道史講演会

入場無料ですが、入場整理券が必要です。
詳しくは、チラシ、松江市文化協会ホーム
ページをご覧ください。

「松江で語る日本の歴史」　
松江市総合文化センター

プラバホール
10：30～11：30（開場10：00）

演 題
会 場

時 間

２Ｆ八雲資料室
小泉八雲に関連する
貴重な資料を展示

会 場
内 容

「小泉八雲と図書館」内 容

そのほか「よるの図書館」など、まだまだ予定しています。東出雲図書館・島根図書館でもイベント開催中！随時HPなどで発表しますのでどうぞお楽しみに！

　未来へつなぐ
みんなの図書館

中央図書館

東出雲図書館島根図書館

移動図書館車

　ラフカディオ・ハーンが小泉八雲になって今年で120年、
小泉八雲記念館も７月16日に32年ぶりで増床リニューア
ル・オープンされた。一連の展示準備をしながら、市立中
央図書館の八雲資料室の蔵書にはずいぶんお世話になった
ことを感謝したい。私がちょうど、市立図書館に勤務して
いた27年ほど前、アメリカの蔵書家ウィリアード・モース
のハーン・コレクション1377点
が加わり、その後、収蔵庫のな
かった八雲記念館の蔵書600冊と
自筆原稿や書簡200点余りも図書
館の八雲資料室に移管されたの
で、いよいよ資料は充実し、世
界でも屈指のハーン・コレクシ
ョンをもつ図書館となった。
　ところで八雲も公立図書館の
おかげで作家の道が開かれたと
言える。シンシナティで赤貧生
活に喘

あえ

いでいたころ、約７万冊
の蔵書を誇るシンシナティ公立
図書館に通って本を読み漁

あさ

り、
原稿を書き上げて持ち込んだシンシナティ・エンクワイア
ラー社で新聞記者としてはじめて採用された。この図書館
には、後に八雲が執筆した記事が掲載された新聞が今も保
管されている。
　その後八雲はニューオーリンズに移り住むが、同市にま
だ大型の公立図書館がなかった。八雲が同地を離れる少し

前、篤
とく

志
し

家
か

のハワード夫人により記念図書館が市に寄贈さ
れることとなり、当時勤めていたタイムズ・デモクラット
紙に同年２月13日付で「ハワード記念図書館」という記事
を書いている。タイムズ・デモクラット紙の編集部に寄せ
られたチャールズ・ダドレイ・ウォーナー氏からの手紙を
引用し、「図書館とは木々の緑と同様、人々を癒すもので、

つねに生命を保持していかな
ければならない。せっかく図
書館ができても閉鎖的であれ
ば、鍵がかかった穀物倉庫と
同じだ」と言及した。そして
良質の図書館がその町にもた
らすビジネス上の価値は、す
ぐれたホテルがもつ価値に匹
敵すると述べ、公共図書館の
不在がもたらす知的真空状態
からの脱却を心から喜んだ。
なお、このハワード記念図書
館は、現在、テュレーン大学
のハワード・ティルトン記念

図書館として再整備され、そこには世界最大級のジャズ・
レコード・コレクションとともに世界屈指のハーン・コレ
クションがある。
　開館30年を経た、松江市立中央図書館が松江の文化・教
育の発展にますます貢献されることを願っている。
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内　容
表　紙　開館30周年記念　未来へつなぐ みんなの図書館
　　　　中央図書館・島根図書館・東出雲図書館・移動図書館車　
見開き　おかげさまで開館30周年
裏表紙　郷土の栞「小泉八雲と図書館」　
　　　　これからの開館30周年記念イベント予定

「小泉八雲と図書館」

小泉八雲著作初版本

小泉八雲記念館館長
島根県立大学短期大学部教授



松江市立図書館の沿革

松江市にはじめて図書館ができたのは、明治32年（1899）、第
13代木幡久右衛門ほか４名の先覚者により母衣町に私立松江図書
館が設立されました。その後現在の県庁地内へ移転され、大正８年
（1919）に松江市に移譲され松江市立図書館として発足しました。
(昭和21年、県に移管）　そして昭和61年、松江市民待望の市立図
書館が松江市西津田に誕生しました。

30年の間に蔵書数が約７倍になりました。閉架書庫にも本があふれて
いて現在は館外の書庫にも収納しています。  

  62，300 冊

167，512 冊

293，272 冊

451，348 冊

1987年

1996年

2006年

2016年

（昭和61年度末）

（平成７年度末）

（平成17年度末）

（平成27年度末）

蔵 書 数 の 移 り 変 わ り

松江市立図書館　開館30周年の記念イベントを
たくさん企画しましたのでご紹介します。

６月１日

６月１日～ ７月20日～12月26日

６月１日～

７月28日
「ぬいぐるみのおとまり会」＆
「ぬいぐるみといっしょに聞く
おはなし会」を開催しました。
お気に入りのぬいぐるみが図書
館でおとまり会をして…ぬいぐ
るみたちはみんなで本を読んだ
り、夜の図書館探検にでかけま
した。その様子をこっそり写真
に撮ってプレゼントしました。

「こそだてえんむすびぶっ
く」マスコットのうさぎの
名前を募集し、『ラビック』
に決まりました。
２階の「ラビックのへや」
でおはなし会をしています。

「記念ロゴ付きしおり
（限定2,100枚）」の配布
をしています。

一

　般

　書

１ 結婚案内ミステリー風

２ 環状線に消えた女

３ 宍道湖殺人事件

４ 極楽行最終列車

５ 毒

６ 阿蘇殺人ルート

７ 女の顔　上

８ 日本海からの殺意の風

９ 人畜無害殺人事件

10 八ヶ岳高原殺人事件

赤川次郎／著

西村京太郎／著

津村秀介／著

西村京太郎／著

赤川次郎／著

西村京太郎／著

平岩弓枝／著

西村京太郎／著

赤川次郎／著

西村京太郎／著

東野圭吾／著

東野圭吾／著

東野圭吾／著

又吉直樹／著

和田　竜／著

東野圭吾／著

東野圭吾／著

東野圭吾／著

和田　竜／著

東野圭吾／著

１ マスカレード・ホテル

２ 虚ろな十字架

３ ナミヤ雑貨店の奇蹟

４ 火花

５ 村上海賊の娘　上巻

６ 虚像の道化師

７ 真夏の方程式

8 カッコウの卵は誰のもの

９ 村上海賊の娘　下巻

10 流星の絆

１ からすのパンやさん

２ しろくまちゃんのほっとけーき

３ おたまじゃくしの101ちゃん

４ 11ぴきのねことぶた

５ いやいやえん

６ うさこのサンタクロース

７ かにむかし

８ こぐまちゃんのみずあそび

９ せんたくかあちゃん

10 かくれんぼ かくれんぼ

かこさとし／絵と文

若山　憲／え

かこさとし／絵と文

馬場のぼる／作

中川李枝子／さく

矢崎節夫／作

木下順二／作

若山　憲／え

さとうわきこ／さく・え

ごみたろう／さく

１ かいけつゾロリシリーズ

２ ミッケ！シリーズ

３ 11ぴきのねことへんなねこ

４ 新型ウイルスのサバイバル

５ はらぺこあおむし

６ 鹿の王　上

７ 昆虫世界のサバイバル

８ 鹿の王　下

９ ロボット世界のサバイバル ２

10 ロボット世界のサバイバル １

原ゆたか／さく

小学館

馬場のぼる／作

ゴムドリco.／文

エリック・カール／絵

上橋菜穂子／著

ゴムドリco.／文

上橋菜穂子／著

ゴムドリco.／文

ゴムドリco.／文

平成元年３月調べ
（館報ちどり第５号より） 平成27年度

平成元年３月調べ
（館報ちどり第５号より） 平成27年度

児

　童

　書

今年、松江市立図書館は30周年を迎えました。
利用者のみなさま、ボランティアのみなさまなど、

多くの方からお力を頂戴し、育てていただきましたことに
深く感謝申し上げます。

これからもみなさまに「愛される図書館」、「役に立つ図書館」
を目指し、一歩一歩前進していきたいと思います。

今後ともよろしくお願いします。

児童の本では、約30年前はおなじみの絵本が並んでいますが、
昨年度は『かいけつゾロリ』のシリーズが大人気で『ミッケ！』
シリーズが続きます。絵本でははらぺこあおむしが一番でした。

一般の本では、約30年前は赤川次郎、西村京太郎、津村秀介の
ミステリーもの、昨年度は東野圭吾のミステリーがほぼ独占。今
も昔もミステリーが人気のようです。

開館した当初と平成27年度の “貸出ベストテン” を比べて
みました。

貸出ベストテン

1986年
（昭和61）

６月１日、松江市総合文化センター内に松江市立図書館を
開館しました。
蔵書数約６万冊、貸出冊数一人２冊まで２週間でスタート。

1997年
（平成９）

利用登録を松江市内に住んでいる人、通勤・通学している人
から制限をなくしどなたでも利用できるようにしました。

2005年
（平成17）

月末の館内整理休館日を毎月最終金曜日に変更。
貸出冊数を、一人10冊、団体50冊以内に増やしました。
４月１日からインターネット、館内OPACによる蔵書検索、
予約ができるようになりました。

2007年
（平成19）

２月、島根大学附属図書館と相互協力し、島根県立図書館な
ど県内14図書館の蔵書検索ができるようになりました。
10月、小泉八雲関係貴重資料をデータベース化し、ホーム
ページに掲載。

2008年
（平成20）

「松江市子ども読書活動推進計画」が決まりました。
６月１日、地域館として松江市立島根図書館が、島根公民館
との複合施設としてオープン。それにより松江市立図書館
は、中央図書館に名前を変更しました。
11月１日、移動図書館車（ブックモービル）が運行を開始。市
内の遠隔地に本を届けることができるようになりました。

2011年
（平成23）

東出雲町との合併により地域館として松江市立東出雲図書
館（旧東出雲町立図書館）が開設しました。

2012年
（平成24）

島根県から委託の「学校図書館活用教育図書」の貸出しを開
始しました。
公民館・児童クラブへの図書長期貸出しを開始しました。

2013年
（平成25）

島根県から委託の「子育て絵本セット」の貸出しを開始しま
した。

2014年
（平成26）

雑誌スポンサー制度を導入し、ご利用いただいています。

2015年
（平成27）

年齢・テーマ別絵本セット「こそだて えんむすびぶっく」の貸
出しを開始し、多くの子育て世代に好評をいただいています。
松江工業高等専門学校附属図書館と相互協力に関する協定
を締結しました。
４月１日、ＤＶＤなど映像資料の貸出しを開始しました。

2010年
（平成22）

小泉八雲来日120周年記念「ハーンの神在月」の特別展示を
しました。

これから
よろしくね！

「読書通帳」こども用・
大人用の２種類作りま
した。
読んだ本を記入しても
らい、通帳がいっぱい
になったら記念シールを貼ります。

「図書館めぐり」
中央図書館・島根図書
館・東出雲図書館をめ
ぐり３館のシールを集
めると、オリジナル缶
バッジをプレゼントし
ます。

念イベントを念念念イイイ念イベンベンベンンントトをントをををを念念念イイイベベンベントトをををを
介します介介介しし介ししまますますすす

たたした

立つ図図書館立つつ図つ 館書館図図書書図図 館立つつ図つ図つ立つ 書書館館図図書書館書書
いまますすます。

館館館館」」」」」」館館館」」」」」」館」」」

今今
用利利用者利用用者利利利用者
のく多多 の多 方

松江市立図書松松松江松江松松江江市江市市市江市市立立図立図立図図書図書図書松松松江松江江市江市市市立立図立図図書図書

ももももももも
指指指

こ からもこここ かられれれからもこれれれれ らこ かここここれかかららもここれれこれかれれれ ららも
を目目指

ここここれこここ

。
どど、、どどどど、
ことこととににに


