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子ども読書の日記念行事

を実施しました
毎年４月２３日は「子ども読書の日」
、そして４月２３日から５月１２日は
「こどもの読書週間」です。
これにちなみ、袖ケ浦市立図書館では、子ども読書の日記念行事を毎年行っ
ています。
今年度は、４月１６日（土）から５月１５日（日）までの期間に、市内図書
館（室）全館で、貸出冊数の上限を 20 冊（通常は１５冊まで）に拡
大し、いちどに２０冊借りてくれた小学生までの子どもに手作りマグ
ネットを１つプレゼントしました。マグネットの種類は、図書館キャ
ラクターのトショロ・カエル・ウサギなど 20 以上用意しました。
本の重さもなんのその！全館でのべ 190 人の皆さんが参加してく
れました。

☆絵本の福袋、どれにしようかな☆

また４月２３日（土）から、小
学生までの子どもを対象に、同じ
☆マグネット、どれがいいかな☆
テーマの絵本３冊をセットにした ☆マグネット、どれがいいかな☆
「えほんのふくぶくろ」を全館で 100 袋用意しました。どんな絵本
が入っているかは開けてのお楽しみ！いろいろなテーマの福袋から
一つ選ぶのは迷ってしまいますね。おかげさまで好評をいただき、
急きょ福袋を追加して、全館で 169 袋の貸出がありました。
４月２３日（土）には、中央図書館で幼児とその保護者を対象と
した「子ども映画会」で『はらぺこあおむし』を上映しました。

子ども読書の日記念行事は、たくさんの子どもたちに読書の楽しさを知ってもらうきっかけになること、
また、おとなの方も子どもの頃に読んだ本をお子さんと一緒に楽しんでいただけることを願って実施して
います。
「本は心の栄養」と言われていますが、良い本は子どもの心の成長に欠かせないものです。物語
の楽しさを体験するお手伝いができれば幸いです。
今年も参加してくれた多くの皆さま、どうもありがとうございました。

図書館ニュース
◆「サピエ」サービス
視覚障がい者向けインターネットサービスが利用できるようになりました
「サピエ」は、日本点字図書館が管理する視覚障がい者の方々のための、点字図書や録音図書の全国最大
の書誌データベースです。今年度からこの「サピエ」に中央図書館が加入し、点字図書館の資料データを
インターネットからダウンロードしてＣＤに焼いたもの（ＤＡＩＳＹ）を市内在住・在勤の視覚障がい者
の方に提供できるようになりました。また、点字図書館が所蔵するＤＡＩＳＹや点字資料も借用して提供
することができます。詳しくは中央図書館までお問い合わせください。
＜対象者＞ 身体障害者手帳（視覚障がい）1～4 級、療育手帳（視覚障がい）をお持ちの方
その他、視覚障がい等により図書館の利用に障がいがあると認められる方
＜申込み・問い合わせ＞ 中央図書館 ☎63-4646（火～金曜日 8：30～17：15）

◆蔵書点検の結果をお知らせします
市内の図書館・図書室では、平成２８年２月に各館を順次休館し、蔵書点検を行いました。これは、
図書館にある全ての資料があるべきところにあるか、１冊１冊バーコードを読み込んで所在を確認す
る作業です。皆様にはご不便をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。
全館合わせて約７１万５千点の資料の所在確認・整理等の作業を行った結果は以下のとおりです。
不明資料点数（各年度３月３１日現在）
平成２７年度
中央図書館

平成２６年度

平成２５年度

100

111

204

長浦おかのうえ図書館

19

55

137

平川図書館

31

23

29

根形図書室

0

0

0

平岡図書室

9

0

9

159

189

379

合計

図書館では、貸出処理を経ずに持ち出される不明本が残念ながら存在するため、平成２６年７月に、
館内に防犯カメラを設置しました。その効果もあり、平成２３年度は１，０００点を超えていた不明
本が、今回は１５９点と激減しました。とはいえ、やはりゼロにはなりません。引き続き、配架作業
や書架整理をはじめとするフロアーワークの徹底と、ポスター掲示等によるモラル向上を呼びかける
など今後も一層の不明資料の防止策に努めてまいります。
図書館の本は、たくさんの方に利用してもらうための大切な財産です。この財産を有効に利用でき
るよう図書館員も資料の管理に努めていきますので、利用者の皆さまのご協力をお願いいたします。

◆映画会ボランティア養成講座へのご応募 ありがとうございました。
図書館の映画会（名画鑑賞会・子ども映画会）ボランティアを募集しました。
ボランティア登録には、全 3 回の養成講座の受講が条件です。図書館ボランティアとは何か、他市の
実践活動や映画会の企画運営について学んでいただいたうえで、映画会ボランティアとして登録していた
だきます。今年度の応募は締め切りました。
＜日程・時間＞ 6 月 15 日・6 月 29 日・7 月 13 日（全て水曜日） 14：00～15：30
＜会場・問い合わせ＞ 長浦おかのうえ図書館 3 階大会議室 ☎64-1046

◆ブックスタートボランティア養成講座開講 ボランティアさんを募集します
「ブックスタート」って何？
皆さんは、
「ブックスタート」という言葉を聞いたことがありますか？
もともとは、1992 年に“Ｓｈａｒｅ ｂｏｏｋｓ ｗｉｔｈ ｙｏｕｒ ｂａｂｙ！”のキャッチ
フレーズとともに赤ちゃんと絵本を開く楽しいひととときを分かち合う、そのきっかけを、すべての赤ち
ゃんのもとへ届けようと英国で始まったもので、2000 年に日本で紹介されてから、民間の非営利組織
ＮＰＯブックスタートのサポートで全国に広まっています。ブックスタートの目的は、早期教育ではなく、
赤ちゃんと保護者が、絵本を介してゆっくり心ふれあうひとときを持つきっかけをつくることです。
袖ケ浦市でも、乳児と保護者が絵本を介して向かい合い、温かい言葉のふれあいをもつことの大切さを
伝えるため、4 か月児教室の該当者を対象に、市民ボランティアが絵本を読み聞かせたうえで絵本をプレ
ゼントするブックスタート事業を平成 28 年 9 月から再開します。
そこで図書館では、4 か月児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせやブックスタートの目的を伝えるボ
ランティアの方を募集して、養成講座を行います。

ブックスタートボランティア養成講座
＜ボランティア募集人数＞
一般成人 30 名程度
＜養成講座 日程＞
第 1 回 平成 28 年 7 月 5 日（火）
第 3 回 平成 28 年 8 月 2 日（火）
13：30～15：30
1 班 10：05～10：45
講義「ブックスタートとは」
2 班 10：50～11：30
講師 ＮＰＯ法人ブックスタート職員
見学 「袖ケ浦市 4 か月児教室」
袖ケ浦市保健センター
第 2 回 平成 28 年 7 月 19 日（火）
10：00～12：00
第 4 回 平成 28 年 8 月 23 日（火）
講義「4 か月児の発達と
10：00～12：00
4 か月児教室の流れについて」
講義・実習
講師 袖ケ浦市健康推進課職員
「図書館のブックスタートとは」
講義「図書館のブックスタートの流れについて」
講師 袖ケ浦市立中央図書館職員
講師 袖ケ浦市立中央図書館職員
＜会場＞第 1・2・4 回 中央図書館 2 階視聴覚室、第 3 回 保健センター（市役所敷地内）
＜申込み・問い合わせ＞ 中央図書館 ☎63-4646（火～金曜日 8：30～17：15）

◆すきすき絵本タイム・赤ちゃん優先タイムのお知らせ
すきすき絵本タイム・・・乳幼児と保護者の方を対象に、ボランティアが絵本の読み聞かせを行います。
根形公民館図書室 奇数月第 3 水曜日と 11 月の公民館まつり時 10：00～12：00
平岡公民館図書室 11 月の公民館まつり時 10：00～12：00
赤ちゃん優先タイム・・・子連れの方でも声を気にせずゆったり過ごせる優先タイムです。
根形公民館図書室 偶数月第 3 水曜日 10：00～12：00
平岡公民館図書室 毎月第 2 木曜日 10：00～12：00

みんなで来てね♪

平成 28 年度

【予告】

のトショロ月間

トショロと夏を楽しもう！

平成 28 年 7 月 19 日（火）～8 月 18 日（木）
今年の夏休み期間中も、市内の各図書館・図書室で主に子ども向けの催しを開催します。
ここでイベントの一部を紹介します。他にも市内図書館・図書室で、みんなのおすすめ本を書いてもら
って掲示する「おしえて！きみのすきなほん」や「宿題おたすけコーナー」の設置をします。中央・長浦・
平川図書館では夏休み子ども映画会、中央・長浦図書館では夏休みおはなし会を開催します。詳しくは、
図書館ホームページや広報そでがうら、館内のポスター・チラシでお知らせしますのでお見逃しなく！
★予約の受付について
子どもの本の講座・・・ 市内は 7 月 1 日（金）
、市外は 7 月 8 日（金）から
書庫探検・理科教室・・・市内は 7 月 15 日（金）
・市外は 7 月 22 日（金）から
＜中央図書館＞ ☎63-4646
★要予約
子どもの本の講座
～命の授業～
講師：今西乃子
７月２３日（土）
14：00～15：30
小 4～6 年生とその保護者
60 名
※保育あり（要予約 300 円）

★要予約
書庫探検～誕生日
の出来事を調べて
みよう！～
７月２８日（木）
14：00～15：00
小学生（1～3 年生
は保護者同伴）
20 名

なつやすみ
としょかんであそぼう（予約不要）
８月４日（木）
10：30～11：00「袖高とコラボ！
親子いっしょのおはなし会」
4 歳～低学年
11：00～11：30「わらべうたで
あそぼう と えほんのへや」
0～3 歳児と保護者
13：30～14：00「つくって
あそぼう」 4 歳～小学 2 年生
14：00～15：00「おおがたえほん
とおはなし会」 4 歳以上

＜長浦おかのうえ図書館＞ ☎64-1046
★要予約
井上博士の理科教室～空気
砲で遊ぼう～ 講師：井上勝
８月２日（火）
13：30～15：30
小学生（3 年生以下は保護者
同伴） 段ボール箱持参
30 名

紙花教室
（予約不要）
８月７日（日）
13：00～15：00
小学生以上
（3 年生以下は
保護者同伴）
30 名

ちょっぴりこわいおはなし会
（予約不要）
８月１０日（水）18：00～18：40
小学生（3 年生以下は保護者同伴）
30 名

トショロ月間中も、定例のおはなし会、えほんのへや、すきすき絵本タイム（根形）を開催しています。

開館時間

中央図書館・長浦おかのうえ図書館・平川図書館 9：30～19：00（4 月～9 月）
根形図書室・平岡図書室 9：30～17：00（通年）

休館日

6 月 6 日（月）
、13 日（月）
、20 日（月）
、27 日（月）
、30 日（木）
７月 ４日（月）
、11 日（月）
、25 日（月）
、29 日（金）
８月 1 日（月）
、8 日（月）
、15 日（月）
、22 日（月）
、29 日（月）
、31 日（水）

