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平成２６年度 子どもの本の講座

〜物語が生きる力を育てる〜
図書館では、子どもの本と読書に対する興味と理解を深めてもらうため、児童文学者や児童文学研
究者を講師として招き、自身の作品や児童文学作品、また絵本の読み聞かせや子どもと読書などにつ
いて語っていただく「子どもの本の講座」を隔年で開催しています。
今年度は、児童文学研究者で翻訳家の脇 明子（わき あきこ）さんを講師に迎え、
「物語が生き
る力を育てる」と題し、子どもの健やかな成長に、読書や物語がどのような役割を持っているのかな
どについてお話を伺います。
【日時】平成 27 年 3 月 14 日（土曜）
午後 2 時から 4 時
【場所】長浦おかのうえ図書館３階 視聴覚室
【対象】一般成人
【定員】120 名（申込先着順）
【参加費】無料
【申込方法】電話または窓口で申し込んでください。
講師の脇 明子さん
【申込先・問合わせ】長浦おかのうえ図書館
☎0438-64-1046
市内全ての図書館・図書室で受付できます。
※保育を希望する方は、３月６日（金）までに申し込んでください。
対象は満２才〜就学前までの幼児です。おやつ代などで１人 300 円が必要です。
◎講座終了後、参加者による懇話会（自由参加・30 分程度）を行います。
【講師プロフィール】
１９４８年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修了。ノートルダム清心女子大学名誉
教授。
「岡山子どもの本の会」代表。著書に「読む力は生きる力」
「物語が生きる力を育て
る」
「読む力が未来をひらく」
「子どもの育ちを支える絵本」
「少女たちの１９世紀」など。
訳書は「九つの銅貨」
「小公子」
「まどのそとの そのまたむこう」
「不思議の国のアリス」
など多数。

著作紹介 「物語が生きる力を育てる」脇 明子／著 岩波書店
◆請求記号 019 ワ（中央・長浦・平川で所蔵）
物語や本による仮想体験は、子供の成長になによりも必要な実体験を補う大きな力
があり、子どもにとっては毒にも薬にもなりうる。だからこそ、物語とのつきあい方、
本とのつきあい方が問われます。子どもたちを本当に支え、力づけてくれるのは、い
ったいどんな本、どんな物語なのでしょうか。具体的な作品とその魅力をとりあげな
がら、
「物語」の力と、子どもたちが物語や本との実り豊かなつきあい方を身につけ
るためにはどんな手助けが必要なのかを明快に説きます。子どもと読書にかかわる方
にぜひ読んでほしい一冊です。

✍図書館ニュース
図書館の施設使用料を改定します

4 月１日
使用分から

図書館では、会議室・視聴覚室等の施設使用料について見直しの検討を行った結果、4 月 1 日使用
分から使用料を改定することになりました。ご理解をお願いいたします。
改定後の使用料は以下のとおりです。
（改定後の使用料は、冷暖房の使用料を含んでいます。また、
市外利用者は下記料金の５割増しとなります。
）
図書館の会議室等を使用したい方は、使用日の前々月 26 日以降の開館日から使用日までの間に、
使用したい施設のある図書館の窓口にお申し込みください。
（例：4 月 1 日の使用の場合、2 月 26
日から受け付けいたします。
）

【中央図書館の施設使用料】 ※料金は１時間あたり
貸出対象施設

改定前

改定後

第１会議室 （57 ㎡／収容：24 人）

230 円

340 円

第２会議室 （33 ㎡／収容：18 人）

230 円

340 円

視聴覚ホール（105 ㎡／収容：80 人）

470 円

650 円

【長浦おかのうえ図書館】 ※料金は１時間あたり
貸出対象施設

改定前

改定後

大会議室 1（57 ㎡／収容：24 人）

230 円

340 円

大会議室 2（57 ㎡／収容：24 人）

230 円

340 円

視聴覚室（224 ㎡／収容：122 人）

950 円

1,230 円

【問い合わせ】中央図書館 0438-63-4646・長浦おかのうえ図書館 0438-64-1046

あなたの子育て応援します！
【予告】子育て応援コーナー新設！
平成 27 年 4 月から、中央図書館の児童室に「子
育て応援コーナー」を新設します。このコーナーで
は、１ヵ所で子育てに必要な情報を得られるよう、
幼児の発達、育児、病気、保育など子育てに関連し
た本を置く予定です。また、児童室入口には、袖ケ
浦市の子育て支援情報や各種チラシなどを集めて
います。
お子さんと一緒に、ゆっくり本を選んだり、読ん
だりできるスペースで、ぜひ子育てに必要な情報を
見つけてください。
※長浦おかのうえ図書館の児童室には、平成 25 年
度から「子育て応援コーナー」が設置してあります。
こちらもぜひご利用ください。
資料利用券は０歳から作れま
す。親子で図書館に足を運んで
みてください。

子ども読書の日記念行事

スタンプラリーを開催します！
4 月 23 日は「子ども読書の日」と定められてお
り、袖ケ浦市立図書館でも、毎年この日の前後に、
読書に親しんでもらうきっかけづくりとして、子ど
も向け各種イベントを行っています。
平成 27 年度は、展示やおすすめ図書リストを配
布するほか、全館で恒例のスタンプラリーを開催し
ます。0 歳から小学生を対象に、子どもの本を読ん
で１冊返却するごとに、１個スタンプを押します。
スタンプを 20 個集めるごとに、図書館特製の手
作りプレゼントをお渡しします。
（プレゼントは、
図書館員と社会教育推進員が鋭意作成中。お楽しみ
に！）この機会に、ぜひご家族で図書館・公民館図
書室にお立ち寄りください。
【スタンプラリー開催日程】
○台紙配布期間

4 月 1 日（水曜）から 5 月 16 日（土曜）まで
○スタンプ押印期間

4 月 11 日（土曜）から 5 月 17 日（日曜）まで

春休みおはなし会を開催します
楽しいおはなしと絵本がいっぱいの、小さな子どもから大人まで１日中楽しめる催しです。おはなしを
聞いて、工作をして、春休みの１日を楽しく過ごしませんか。予約不要、参加費は無料です。お気軽にご
参加ください。
（むかしむかしの会と共催）
日時 3 月 26 日（木曜） 午前 10 時 30 分から午後 3 時
会場 長浦おかのうえ図書館（☎ 0438-64-1046）
イベント名
時間
対象
10 時30 分 から ４歳から小学生
① 親子いっしょの
※保護者も参加可
11 時
おはなし会
11 時から
② わらべうたで
０歳からの乳幼
11 時 30 分
あそぼう
児とその保護者
③ つ く っ て あ そ ぼ 13 時30 分 から ４歳から小学生
※保護者も参加可
14 時
う！（工作）
14 時から
④ 大型絵本と
４歳以上
※大人の方も参加可
15 時
おはなし会

「シネマ・トーク」に
参加しませんか？
ををを開催

内容
おはなしと手遊びと絵本の読み
聞かせ。
わらべうたあそびと絵本の読み
聞かせ。
紙テープとモールとストローで、
かわいいお花をつくります。
大型絵本の読み聞かせとおはな
しの語りを行います。

参加者の交流の場として、名画鑑賞会終了後に「シネマ・トーク」
を開催します（自由参加）
。映画についての感想、映画会についての意
見などお聞かせください。映画好きの方、お気軽にご参加ください！

☆名画鑑賞会『シェルブールの雨傘』

☆名画鑑賞会『いつでも夢を』

1964 年 フランス
【日時】3 月８日(日曜) 午前 10 時から 11 時 3５分
【場所】中央図書館 2 階視聴覚ホール
【定員】80 名(予約不要)
【参加費】 無料
◎シェルブールの美しい風景と、全編に流れる甘美で哀
愁漂うメロディが観るたびに新たな涙を誘うミュージ
カルの傑作です。

1963 年 日活
【日時】3 月 20 日(金曜) 午前 10 時から 11 時 30 分
【場所】平川公民館 2 階視聴覚室
【定員】30 名(予約不要)
【参加費】 無料
◎レコード大賞を受賞した、同題の主題歌が有名。東京下
町の工業地帯を舞台に、恋に友情に奮闘する若者たちの
姿をさわやかに描いた青春映画です。

図書館のホームページをリニューアルしました

トショロの図書館探訪

平成 26 年 12 月、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。レイアウトと
デザインを見やすく変更するとともに、調べ学習に役立つ情報などを掲載したこども向けのペー
ジも新設しました。イベント情報、おすすめ資料等も随時更新しています。

☞パスワードを登録しませんか？（市内在住の方及び市内に通勤・通学の方）
パスワードを登録すると、ホームページや館内のＯＰＡＣ（蔵書検索専用端末）から蔵書検索・
予約、貸出期限の延長などができます。資料を最寄りの図書館・図書室に取り寄せできるのでと
っても便利！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。
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！。

袖ケ浦市立図書館
ホームページ
http://lib.sodegaura.ed.jp/

新着ＣＤ・ＤＶＤのご紹介
新たに受け入れした視聴覚資料の中から、図書館員のおすすめを紹介いたします。

ＣＤ

「アナと雪の女王」

◆請求記号 Ｄ42 ア（中央で所蔵）
歌：クリステン・ベル ほか
世界中を圧巻したディズニーの大ヒットアニ
メーションのサウンドトラックです。第８６回
アカデミー賞主題歌賞を受賞した「Ｌｅｔ Ｉｔ
Ｇｏ」や「雪だるまつくろう」を含む日本語・
英語の２枚組。いつのまにか口ずさんでしまう
ほど、魅力的な曲が満載です！！

ＣＤ

「癒しのハーモニー〜
女声コーラス愛唱歌〜ベスト」
◆請求記号 Ｄ16 ト（平川で所蔵）
歌：東京レディース・シンガーズ
プロフェッショナル女声合唱団、東京レディ
ース・シンガーズの歌唱による、
「赤とんぼ」
「大
きな古時計」
「秋桜」など、郷愁を誘う名曲を収
録した 2 枚組のＣＤです。

ＤＶＤ

「１００歳の少年と
１２通の手紙」

◆請求記号 Ｚ41 ヒ（長浦で所蔵）
監督・脚本・原作：エリック＝エマニュエル・シュミット

出演：ミシェル・クロック、アミール ほか
世界的ベストセラー小説の映画化です。わず
か 10 歳で余命宣告をされた少年オスカー。周
りの大人への不信感から心を閉ざした彼に、ピ
ザ屋の女主人ローズはある提案をする。

ＣＤ

「ヴェリー・ベス
ト・オブ・フランキー・ヴァリ＆ザ・
フォー・シーズンズ」
◆請求記号 Ｄ20 フ（長浦で所蔵）
歌：フランキー・ヴァリ＆ザ・フォー・シーズンズ
60 年代、70 年代のアメリカを代表するポッ
プ・グループのベスト盤ＣＤです。
「シェリー」
「君の瞳に恋してる」など、ヒット曲満載。

ＤＶＤ

「そして父になる」

◆請求記号 Ｚ40 ソ（中央で所蔵）
監督・脚本：是枝裕和
出演：福山雅治、尾野真千子 ほか
第 66 回カンヌ国際映画祭審査員賞受賞作。
血のつながりか、それとも共に過ごした時間か。
産院で子どもを取り違えられた２組の家族を通
して、愛や絆、家族といったテーマを描いた感
動作です。※近日映画会にて上映予定！！

ＤＶＤ

「脇役物語」

◆請求記号 Ｚ40 ワ（平川で所蔵）
監督：緒方篤
出演：益岡徹、永作博美 ほか
ヒロシは万年脇役俳優。ようやく主役の座が
まわってきたと思いきや、議員の妻の不倫相手
と勘違いされてお流れに。そんなある日、ヒロ
シは女優の卵、アヤと出会って…。豪華キャス
トでおくる、長編ロマンティックコメディー。

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）
午前 9 時 30 分から午後 7 時まで（4 月〜9 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
３月の休館日

2 日（月）、9 日（月）、16 日（月）、23 日（月）、
30 日（月）、31 日（火）

４月の休館日

6 日（月）
、13 日（月）
、20 日（月）
、27 日（月）
、
30 日（木）

５月の休館日

11 日（月）、18 日（月）、25 日（月）、29 日（金）

◎４月から９月までは、中央・長浦おかのうえ・平川図書館は午後７時まで開館します。

