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期間中は、
20 冊借りられ

平成 28 年度

秋のトショロ月間

ます♪

～読書の秋！そうだ、図書館へ行こう！～
開催期間 10 月 22 日（土）～11 月 23 日（水・祝）

11 月に中央図書館は開館３０周年を迎えます。市民のみなさんの生活にすっかり定着した図書館。今
年も秋の読書週間（10 月 27 日から 11 月 9 日）を含んだ 1 か月間、展示やイベント盛りだくさんの
「秋のトショロ月間」を開催します。
「読書の秋」を楽しみに、図書館に来てみませんか？
期間中は、市内図書館・図書室全館で、貸出点数が通常１５冊のところ、２０冊まで拡大されます。
（ＣＤはうち３点までです。
）この機会に読書の秋を満喫してみてはいかがでしょうか。
他にも、中央図書館では、根形中学校の皆さんの美術作品を一般書架に展示します。また、中央図書館・
長浦おかのうえ図書館では、
「こんな本もあったんだ！？ちょっとマニアックな本たち」と題して、いつ
かは役に立つかもしれないアレの作り方の本、ちょっとマニアな図鑑など、図書館に隠れている本たちを
司書が紹介します。ぜひ手にとってみてください。秋のトショロ月間のイベントをご紹介します。

予約が必要なイベントの申込み受付・申込み先

平成２８年１０月１日（土）から受付開始

中央図書館 0438-63-4646 長浦おかのうえ図書館 0438-64-1046
（祝日以外の月曜休館 9：30～18：00）

文芸講座

中央図書館【要予約】
すがわらのたかすえのむすめ

『更級日記』を読む ― 菅 原 孝 標 女 をめぐる人びと―
今年度の文芸講座は、平安時代の日記文学の一つ、
「更級日記」の全体をみることから、作者菅原孝
標女の実像や藤原摂関家を中心とする王朝社会の様子などを読み解きます。
講師： 和田律子（流通経済大学教授）
日程： １１月１１日（金）
、１８日（金）
、１２月２日（金）
、９日（金）全４回
時間： 午後１時３０分から３時
対象： 成人の方
場所： 中央図書館 ２階 視聴覚ホール
定員： ６０名（申込先着順）

講演会「浮世絵と江戸庶民の生活」 中央図書館 【要予約】
浮世絵の基礎知識、浮世絵から見る江戸庶民の生活などを一般市民向けに語っていただきます。
講師： 稲垣進一（国際浮世絵学会常任理事） 対象： 成人の方
日時： 10 月 30 日（日） 午後 2 時から 4 時
場所： 中央図書館 2 階 視聴覚ホール 定員： 50 名（申込先着順）

講座「あんしん終活のすすめ」 長浦おかのうえ図書館 【要予約】
少しずつでも整理を始めたいけれど、何から手を付けていいかわからない。そんなあなたのための遺言、
相続、エンディングノートの書き方など「終活」のはじめの一歩を学ぶ講座です。
日時： １１月１０日（木） 午前１０時から１２時 場所： 長浦おかのうえ図書館 ３階 大会議室
講師： 川﨑 八重子（千葉県金融広報委員会 金融広報アドバイザー）
対象： 成人の方
定員： ５０名（申込先着順）

中央図書館開館３０周年記念 展示

中央図書館

－写真と色紙でたどる中央図書館３０年のあゆみ―
昭和 61 年（1986 年）11 月 1 日に中央図書館は開館し、今年で 30 周年を迎えます。懐かしい移
動図書館の写真や「著者を囲む会」で講演された方たちの色紙の展示をとおして、これまでの図書館活
動を振り返ります。期間：10 月 1 日（土）～11 月 29 日（火）場所：中央図書館 1 階展示コーナー

図書館登録サークルの発表・展示
『短歌そでがうら』展示「秋をうたう」 中央図書館
秋をテーマにうたった作品の展示を行います。
展示期間： 10 月 22 日（土）～11 月 6 日（日）

場所： 中央図書館 1 階 ロビー

『宇麻具多短歌会』展示「袖ケ浦の秋」 中央図書館
袖ケ浦の秋をテーマにサークル会員の作品の展示を行います
展示期間： 11 月 8 日（火）～11 月 23 日（水・祝）
場所： 中央図書館 1 階 ロビー

朗読サークル『萌』ミニライブ

中央図書館

「夏目漱石没後百年～「夢十夜」より」をテーマに朗読ミニライブを行います
日時： 10 月 29 日（土） 午後 1 時 30 分から 2 時 30 分
場所： 中央図書館 2 階 視聴覚ホール
対象： 成人の方
定員： ６0 名（申込不要）

『むかしむかしの会』 大人のためのお話会 長浦おかのうえ図書館
ふだん子どもたちに語っている昔話を語ります。童心に戻ってお楽しみください。
日時： １１月２３日（水・祝） 午後２時から３時 場所：長浦おかのうえ図書館 ３階 視聴覚室
対象： 成人の方（子どもも入場可） 定員： １２０名（申込不要）

紙花教室 中央図書館

折り紙とストローでコスモスの花を作ります。

日時： １０月３０日（日） 午後１時から３時
※開催時間中いつでも参加できます。
講師： ボランティア 場所：中央図書館 ２階 第１会議室 定員：３０名（申込不要）
対象： 小学１年生から大人まで （小学１年生は保護者同伴のこと）

本のおたのしみ袋 平川図書館 根形・平岡図書室
何が入っているかはお楽しみ、テーマをヒントに借りてみてください。思わぬ本との
出会いがあるかも！？ 各館大人向け、子ども向け各２０セットご用意します。
期間： トショロ月間期間中（なくなり次第終了）
場所： 平川図書館・根形公民館図書室・平岡公民館図書室内

秋の名画鑑賞会
中央図書館 『秋はミステリー』 ミステリー映画を特集します。
10 月 27 日（木） 午前 10 時～午後 12 時 10 分 「オリエント急行殺人事件」
（1974 年）
11 月 3 日（木・祝） 午前 10 時～11 時 50 分 「Ｗの悲劇」
（1984 年）
11 月 10 日（木）午後 1 時 30 分～3 時 25 分 「シャレード」
（1963 年）
11 月 17 日（木）午前 10 時～午後 12 時 30 分 「天国と地獄」
（1963 年）※モノクロ作品
場所： 中央図書館 2 階 視聴覚ホール 対象： 成人の方
定員： 80 名（申込不要）

長浦おかのうえ図書館 『映画の中の鉄道』 「鉄道」をテーマにした映画を上映します。
10 月 26 日（水） 午前 10 時～11 時 50 分 「家族」
（1970 年）
11 月 2 日（水） 午前 10 時～11 時 35 分 「ダージリン急行」
（2007 年）
場所： 長浦おかのうえ図書館 3 階 視聴覚室 対象： 成人の方
定員： 120 名（申込不要）

平川図書館 『映画の中の鉄道』 「鉄道」をテーマにした映画を上映します。
11 月 4 日（金） 午前 10 時～11 時 25 分 「点と線」
（1958 年）
場所： 平川公民館 2 階 視聴覚室
対象： 成人の方
定員： 30 名（申込不要）

子ども映画会

長浦おかのうえ図書館 11 月 20 日（日）午前 11 時～11 時 50 分
「銀河鉄道９９９～永遠の旅人エメラルダス」
（1980 年）
平川図書館 11 月 12 日（土）午前 10 時 30 分～10 時 55 分
「新きかんしゃトーマス６」ゆうかんなきかんしゃ他３話

市民三学大学講座 共催

中央図書館開館３０周年記念講演
テーマ：
「今、こだますとき」～みすゞさんのまなざし～
講師：矢崎節夫（金子みすゞ記念館館長、童話作家）
日時：平成２８年１２月３日（土）
午後１時３０分から午後３時（受付は午後１時から）
場所：市民会館 大ホール
※事前申込み不要、入場無料
問い合わせ：袖ケ浦市役所 生涯学習課 電話 0438-62-3743
金子みすゞ･･･童謡詩人。大正末期から昭和初期に、すぐれた作品を数多く生み出したが、
26 歳の若さで世を去った。
「大漁」
「私と小鳥と鈴と」
「こだまでしょうか」など。写真提供：金子みすゞ著作保存会
※講演に先立ち、朗読サークル『萌』による金子みすゞの詩の朗読ミニコンサートがあります。
図書館では、記念講演に合わせて、金子みすゞ関連の本を集めた特設コーナーを設置します。

図書館ニュース
◆ブックスタート事業が９月からはじまりました。
袖ケ浦市の４か月児教室の会場でブックスタートを実施します。
赤ちゃんの心と言葉の成長には、親をはじめたくさんの人が一緒の時間を過ごし、
愛情をこめて優しく語りかけ、ふれあいを持つことが大切です。
ブックスタートは、絵本の読み聞かせを介して、赤ちゃんと保護者の方が
ゆっくりふれあうひとときを持つきっかけを作る活動です。
４か月児教室終了後に、保健センター１階の集団指導室で、ボランティアが
絵本の読み聞かせを行った後、赤ちゃん絵本が入ったブックスタートパックをプレゼントします。
４か月児教室に参加できない方は、中央図書館のカウンターでパックをお渡しします。
火曜日から日曜日の午前９時３０分から午後５時１５分までに、母子手帳を必ずお持ちになって来館してください。
配布の対象は１歳未満のお子さんです。１歳を過ぎるとパックをお渡しできませんので、ご注意ください。

◆夏のトショロ月間が終了しました。
夏のトショロ月間「トショロと夏を楽しもう！」をテーマに平成２８年７月１９日（火）から８月１８
日（木）の期間で、主に子ども向けのイベントを行いました。参加してくれたたくさんの皆様、どうもあ
りがとうございました。

子どもの本の講座（中央）

袖高生おはなし会（中央）

紙花教室（長浦）
空気砲で遊ぼう（長浦）

◆職場体験学習の受け入れをしました。
中央図書館、長浦おかのうえ図書館では、８月に２日間の日程で根形中学校の２年生が図書館の仕事を
体験し戦力として頑張ってくれました。温かく見守り、声をかけてくださった皆様に感謝いたします。

◆利用者アンケートへのご協力、どうもありがとうございました。
図書館では２年に一度、利用者アンケートを実施しています。今年度は平成２８年７月２２日（金）
から８月１１日（木）の期間に実施しました。貴重なお時間をさいて快くご協力いただきました皆様
には心よりお礼申し上げます。集計結果については、別途ご報告いたします。

◆おはなし会ボランティア養成講座（中級編）を行います。※新規募集はしていません。
昨年度、初級編を受講された方を対象に中級編を開講します。図書館の「おはなし会」はボランティア
の皆さんによって成り立っています。昨年度に引き続き、ボランティアの養成を行います。

開館時間

休館日

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）
9：30～18：00（10 月～3 月）
根形図書室・平岡図書室 9：30～17：00（通年）
9 月 5 日（月）
、12 日（月）
、26 日（月）
、30 日（金）
10 月 3 日（月）
、17 日（月）
、24 日（月）
、28 日（金）
、31 日（月）
11 月 7 日（月）
、14 日（月）
、21 日（月）
、28 日（月）
、30 日（水）

