図書館だより
第３３号 平成２６年１２月２日
袖ケ浦市立中央図書館〒299-0262 袖ケ浦市坂戸市場１３９３番地２ ℡0438-63-4646

〜図書館員のおすすめ本 〜
２０１５年は未(ひつじ)年。
干支にちなんで、
「羊」にまつわる図書館員のおすすめ本を集めてみました。

「羊毛フェルトテクニックブック」

「ひつじがすき」

佐々木 伸子／著 河出書房新社
◆請求記号 ５９４サ （中央・長浦・平川で所蔵）
羊毛フェルトの基礎知識、ニードルフェルト
(羊毛を専用の針でさしてフェルト化する手法)
とハンドメイド・フェルト(羊毛をお湯と石けん
でフェルト化する手法)の基本的なテクニックを
工程ごとの写真つきで丁寧に解説しています。こ
れから羊毛フェルトにチャレンジしてみたい方、
まずは基本のテクニックをおさえたい！という
方はぜひ読んでみてください。

佐々倉 裕美／文、佐々倉 実／写真
山と渓谷社
◆請求記号 ６４５サ （中央・長浦で所蔵）
手紡ぎとフェルトを通じて羊毛に触れるうち、
重症のひつじ好きになったという著者が、羊をデ
ィープに掘り下げます。ひつじ牧場の四季、羊の
飼い方や入手方法、羊の生態、羊毛についてなど
など、羊への愛があふれた羊丸ごと事典です。羊
の写真も満載。かわいい写真に癒されつつ、意外
と濃い内容に驚きます。

「ふしぎな図書館」

「まりーちゃんとひつじ」

村上 春樹／著 佐々木マキ／絵 講談社
◆請求記号 ９１３．６ムラ （中央・長浦・平川で所蔵）
市立図書館を訪れ、オスマントルコ帝国の税金
のあつめ方について聞いた「ぼく」は不思議な老
人に地下の牢屋に閉じ込められてしまう。はたし
て「ぼく」は図書館から逃げ出せるのか…。
ちょっと怖くてふしぎな大人のファンタジー。
村上春樹の出世作「羊をめぐる冒険」(◆請求記号
９１３．６ムラ、長浦で所蔵)に登場するキャラクタ
ー「羊男」も登場します。

フランソワーズ／文・絵 岩波書店
◆請求記号 Ｅセもしくは９３セ （全館で所蔵）
まりーちゃんと羊のぱたぽんはとても仲良し。
まりーちゃんは、ぱたぽんがこどもをたくさんう
むのを楽しみにしています。
優しいタッチの挿絵と、心地よいリズムでつむ
がれるまりーちゃんとぱたぽんのやりとりがかわ
いい。さて、ぱたぽんはこどもを何匹うんだので
しょう？「まりーちゃんとひつじ」
「まりーちゃ
んのはる」の２編を収録。

◎ヤングアダルトサービスとは？

トショロの図書館探訪

ヤングアダルト（ＹＡ）とは「大人でも子どもでもない」世代のことで、袖ケ
浦市立図書館は主に中高生を対象としたヤングアダルト（ＹＡ）サービスを行っ
ています。中央図書館で中学生向けにジュニアコーナー、高校生向けにＹＡコー
ナーを設置しており、
平川図書館では中高生向けにＹＡコーナーを設置していま
す。１０代の方の悩みや関心事、学習、趣味、進路などの参考になる資料を揃え
ていますので、ぜひご利用ください。
また、中高生向けのおすすめブックリスト「ジュニア・トショロ」
「ティーン
袖ケ浦市立図書館
ズ・トショロ」も毎年発行しています。
☜袖ヶ浦高校の図書委員の皆さんに、ＹＡコーナー展示にご協力いただきました。

イメージキャラクター
「トショロ」

平成２６年７月２２日〜8 月 10 日まで、休館日をのぞいた計 17 日間)にわたり、袖ケ浦市の
図書館・図書室において、図書館の利用や資料などについてのアンケート調査を行いました。
その結果、延べ 1105 人の利用者の方にご回答を頂きました。その中から比較的多かったご意見
やご要望についてお答えします。

Ｑ 足が悪いので２F にあがるのが苦痛。

施設

（長浦地区 女性 ５０代）

Ｑ 古い映画ばかり。
（昭和地区 女性 ４０代）

Ａ

長浦おかのうえ図書館には、１階玄関奥に、左手
にエレベーターがあります。現在、案内表示もあり
ますが、さらに明確な表示を設け、利用しやすいよ
うにいたします。

Ｑ 本の寄贈は受け付けているの

Ａ図書館では、映画館やレンタルでは見ることのでき
ない作品を中心に上映しています。新しい作品の上
映に関しては著作権をクリアした上映権付きのソ
フト（定価の３倍相当額）の購入が必要となり、購
入数が限定されることから、映画会の際には、アン
ケート、他事業とのタイアップ、参加者の年齢層等
を考慮して作品を選定しています。

寄贈

でしょうか？（長浦地区 男性 ４０代）

Ａ

図書館では郷土資料や市内在住の方が書いた本、
予約の多い本の寄贈をお願いしています。市内の図
書館、図書室のカウンターに直接お持ちください。
なお、寄贈を依頼している本の書名については、今
後もホームページや館内のポスターで周知いたしま
す。

Ｑ 専門書が少ない。

資料

（中川地区 男性 ５０代）
（昭和地区 女性 ８０代ほか）

Ｑ OPAＣの絞り込み機能が不足
しているため件数オーバーになりやすい。
（昭和地区 女性 ３０代）

Ａ

今年 12 月の図書館電算システムの更新によっ
て、一般書・児童書など資料別の検索の絞り込み
ができるようになりました。ご活用ください。

Ｑ 時々、いっぱいで使えないことがある。
もう１、２台増えたらと思うことがある。

Ａ

図書館では幅広い層の利用に配慮して入門書を
中心に購入しておりますが、時事や医療、資格など
の資料については、資料選定基準に則り、最新のも
のを積極的に収集するように努めております。

とてもよいと思う。

ＯＰＡＣ

※ＯＰＡＣ＝蔵書検索専用端末

医療情報の本を充実してほしい。

Ｑ 郷土資料のレンタルがあると

映画会

誰が上映作品を決めているの？

（昭和地区 女性 ４０代）

Ａ

今年 12 月の図書館電算システムの更新によっ
て、中央図書館と長浦おかのうえ図書館にＯＰＡ
Ｃを１台ずつ増設することになりました。

郷土資料

Ｑ ホームページやメールを

（木更津市 男性 ４０代）

Ａ

郷土資料については、地域の図書館の使命とし
て、永年保存することを重視して貸出禁止にしてい
る資料もありますが、3 冊以上あるものは貸出して
います。青色の「館内」シールを貼付していない資
料は借りられますのでご利用ください。

Ｑ 他の図書館のＤＶＤが見たい、
回してもらえないか？

ＤＶＤ

（昭和地区 女性 ６０代）

Ａ

ＤＶＤは年に一回９月頃に中央・長浦・平川間で
ローテーションを行っています。今後もＤＶＤの有
効活用を図ってまいります。
アンケートへのご協力
ありがとうございました。

ホームページ

使ったサービスがある事は
知らなかったので機会があれば活用してみたい。
（長浦地区 女性 ５０代）

Ａ

市立図書館ホームページでは、各種サービスや催
しの案内、蔵書検索などを閲覧できます。さらに、
12 月には利用者サービス向上のため、ホームペー
ジの更新を行います。ぜひアクセスしてください。

Ｑ 持ち込みで PC が自由に
使えるようになってほしい。
（昭和地区 女性 ３０代）

Ａ

パソコン席

ノートパソコンについては、図書館の電源を使わ
ず消音設定のできるものに限定して、各館に専用席
を設けております。操作音の出ないタブレット端末
については、館内どこで使用していただいても大丈
夫です。

Ｑ 「ＣＯＭＯ」、「Ｍａｒｔ」など雑誌が読めて 雑誌
嬉しいのですが 予約人数が多く自分の
番がまわってきたときには 季節と本の内容が合わ
なくなってしまうので 人気の雑誌はもう少し増や
して頂けるとありがたいです。

Ｑ 児童書で伝記物のわかりやすい
漫画を入れてほしい。
（長浦地区 女性 ３０代）

Ａ

伝記物を漫画化したものは、内容が簡略化され
ており、被伝者の生涯を描ききれていないため、
袖ケ浦市立図書館資料選定基準により、収集しな
いこととなっておりますのでご了解ください。

（長浦地区 女性 ２０代）

Ａ

雑誌は種類が多く、人気のある雑誌のすべてを複
本で購入することは難しい状況です。申し訳ありま
せんが、予約の順番をお待ちください。

Ｑ 調べごとの相談ができる

Ｑ 絵本についてはナンセンス絵本が少ない。
かがくいひろしや長谷川義史、長新太など勢
いのある絵本は子どもにうける。保育園など
に調査しては。

レファレンス

のは知らなかった。子どもの
夏休みの宿題（読書感想文や理系工作）に役立つ
資料の相談にのってもらえると助かると思います。

児童

（長浦地区 女性 ４０代）

Ａ

大人だけでなく、調べ学習の相談もレファレンス
カウンターで受け付けています。また、中央図書館
以外の図書館や図書室でも、窓口で相談に応じま
す。図書館では、パスファインダー（調べ方案内）
も作成し、調べ学習を支援しています。

図書館では、長く読み継がれ評価の定まった絵
本を中心に、新しく刊行された絵本も資料選定基
準に則って選定しています。長新太、かがくいひ
ろし、長谷川義史などのナンセンス絵本も図書館
で所蔵していますが、残念ながら全ての本を全て
の館で所蔵することはできません。ご利用の図書
館に見当たらない場合は、予約・リクエストサー
ビスをご利用ください。

リクエスト

Ｑ 中学生の読む本を充実させてほしいです。

（木更津市 性別未回答 ４０代）

Ａ

Ｑ 新刊のリクエストは、

他館からとり寄せるより購入してほしい。
（長浦地区 男性 ６０代）

（長浦地区 女性 ４０代）

Ａ

図書館では、小学校高学年から中学生の思春期
の子どもたちの成長の助けとなる物語、共感でき
る物語、課題解決のための本など幅広く収集して
います。中央図書館にはこの年代の子ども向けの
本を集めた「ジュニアコーナー」があります。長
浦・平川図書館では、児童コーナーに並んでいま
す。おすすめ図書リスト「ジュニアトショロ」も
発行していますので、参考にしてください。

Ａ

図書館の資料は、選定基準と利用頻度を考慮し
て購入しています。購入希望に１００%お応えす
ることは困難ですが、できる限りお求めの本が読
めるよう手配してまいります。

Ｑ 予約本の連絡を電話ではなくメール連絡
にして欲しい。
（昭和地区 女性 ４０代）

Ａ

平成２３年３月より、メールでの予約本の連絡
を行っております。図書館ＨＰの「利用照会」→
「メールアドレス変更・登録」よりメールアドレ
スの登録をお願いします。登録後、メールでの連
絡が受けられるようになります。

Ｑ 木更津市のように自習室があると
学生は助かる。

自習室

（長浦地区 女性 ４０代）

Ａ

問題集等の持ち込みによる自習については、読書
や調べものをする方の利用に支障をきたす恐れがあ
ることからご遠慮いただいております。

Ｑ 新規に購入してほしいものがある場合は
どうすればよいでしょうか。
（長浦地区 男性 ６０代）

Ａ

出版日が確定している本は、発売前からリクエ
ストを受付けています。また、過去に出版された
本も、購入または他市の図書館から借用して提供
します。カウンターにお申し込みください。
（な
お、未所蔵資料のリクエストは、ホームページか
らはお受けできません）

Ｑ 借りた本が中のページをめくる 本の汚れ
と、多少破れていたりしたことが
あり、返却時に中身を確認したほうがいいと思
ったことが一度ありました。
（木更津市 女性 ４０代）

Ａ

返却された資料については一冊一冊中身をチェ
ックしています。また、落書きや汚破損があった場
合は利用者に確認したのち弁償していただくこと
もあります。皆様に気持ち良く利用できるように、
今後もより一層徹底して中身のチェックを行って
いきます。

✍図書館ニュース
☞１０月１５日〜１１月１５日 「秋のトショロ月間」開催しました
図書館では、今年度から秋の読書週間の前後約１ヶ月間(１０月１５日〜１１月１５日)を袖ケ浦
市立図書館のイメージキャラクター「トショロ」にちなんで「秋のトショロ月間」と銘うち、資料
の貸出点数の上限を 15 点から 20 点に拡大するとともに、文芸講座、各種講座・講演会、テーマ
別の映像作品の連続上映会、展示やサークル発表など図書館と読書に親しんでいただくためのさま
ざまなイベントを行いました。
◎たくさんのご参加ありがとうございました。来年度の「秋のトショロ月間」もお楽しみに！

「借りてください大型本フェア」

講演会「
『北斎・広重』〜房総と浮世

サークル作品展示「短歌そでがうら

大型本の展示

絵と印象派」

秋の作品展」

「秋のトショロ月
間」で行った催しを
一部ご紹介します！

☞図書館のホームページをリニューアルしました
袖ケ浦市立図書館のホームページをリニューアルしました。使いやすくなった図書館ホームページに、
ぜひアクセスしてみてください。(http://lib.sodegaura.ed.jp/)
また、市内在住の方及び市内に通勤・通学の方は、パスワードを登録するとホームページからも蔵書検
索・予約ができます。資料利用券とご本人の住所・氏名の確認できる書類(保険証・免許証など)を持って、
市内の図書館・図書室のカウンターへお申し込みください。

図書館・図書室の開館日 ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
☆開館時間

中央・長浦おかのうえ・平川図書館 午前９時３０分から午後６時まで（１０月〜３月）
根形・平岡公民館図書室

午前９時３０分から午後５時まで（通年）

☆図書館の休館日
１２月の休館日

１日（月）〜４日（木）、８日（月）、１５日（月）、
２２日（月）、２６日（金）、28 日（日）〜３１日（水）

１月の休館日

１日（木）〜５日（月）、１９日（月）、２６日（月）、３０日（金）

２月の休館日

２日（月）、９日（月）、１６日（月）、２３日（月）、
２７日（金）

●年末年始の休館について
市内の図書館・図書室は、すべて１２月２８日（日）から１月５日（月）まで休館します。
なお、年末年始の休館中は施設のブックポストも閉鎖し、資料の返却ができませんのでご注意ください。

●インターネットサービス停止のお知らせ
自家用電気工作物定期点検に伴い、下記の期間、インターネット関連の図書館サービスを停止します。
この間、図書館ホームページへのアクセス、蔵書検索、Ｗｅｂ予約がご利用できなくなります。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
停止期間 １２月２８日（日）午前８時３０分から午後６時まで
※ただし、悪天候の場合は延期します。

