図書館だより
第４２号 平成２９年３月１５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

春も催しが目白押し！今回は子どもと読書に関する事業を紹介します。
平成２９年３月３０日（木）

休みおはなし会

会場：長浦おかのうえ図書館

家族で春休みの１日を図書館で楽しく過ごしませんか？
０歳の赤ちゃんから参加できる催しもあります。参加費は無料、予約はいりません。
すべての催しに保護者の方も一緒に参加できます。

親子いっしょのおはなし会【２階電算室】
１０：３０～１１：００
対象：４歳から小学生までの子どもとその保護者
内容：大型絵本「ちびゴリラのちびちび」の
読み聞かせと手遊びとおはなしを語ります。

わらべうたであそぼう【２階電算室】
１１：00～１１：30
対象：０歳からの乳幼児とその保護者
内容：大型絵本「もりのおふろ」の読み聞かせと
わらべうた遊びをたくさん！

つくってあそぼう！ 【３階大会議室】
１３：３０～１４：00 いとでんわであそぼう
対象：４歳から小学生までの子どもとその保護者
内容：紙コップと毛糸で自分だけのかわいい
いとでんわを作ります。子どもだけで作れる
簡単な工作です。
作ったあとはみんなで遊ぼう！

大型絵本とおはなし会 【３階大会議室】
１４：００～１５：００
対象：４歳から小学生までの子どもとその保護者
内容：大型絵本の読み聞かせとおはなしを３つ
語ります。

「子ども読書の日記念行事」はじまります。
４月２３日の子ども読書の日にちなんで、図書館では子どもたちが本に親しむきっかけづくりとして
「読書手帳」
、おすすめ図書の展示とリストの配布、貸出冊数上限を２０冊に拡大、子ども映画会の開催
などを行います。

４月１日から、市内の図書館・図書室で台紙を配布します。おうちで作って、期間中に借りた本を自
分で記入してください。２０冊記入したら、カウンターで図書館のマスコットキャラクター「トショロ」
の特製シールをプレゼントします。対象は３歳から小学生までのお子さんです。ぜひご参加下さい！
台紙配布期間：４月１日（土）～５月１４日（日）
プレゼント配布期間：４月１日（土）～５月２８日（日）
★おすすめ図書の展示とリストの配布と貸出冊数の拡大は、４月１５日（土）から５月１４日（日）まで行います。

子ども映画会開催日程
日

時

場

所

内

図書館に絵本

容

もあるよ！

４月２３日（日）

中央図書館

「スイミ―」ほか４話

11：00～11：30

２階視聴覚ホール

（世界絵本箱）

５月１９日（金）

平川図書館

「あーんあん」ほか３話

16：00～16：30

おはなしのへや

（せなけいこあかちゃんビデオ）

５月２０日（土）

長浦おかのうえ図書館

「はらぺこあおむし」ほか４話

10：15～10：50

３階視聴覚室

（エリック・カールコレクション）

わらべうたであそぼう・えほんのへや・おはなし会
定員：各３０名程度(予約不要・先着順) 参加費：無料
事業名

内

容

対

象

会

場

と 開 催 日

わらべうたで わらべうた遊びと絵本の読み ０歳からの乳幼児 長浦おかのうえ図書館
あそぼう
聞かせ（約２０分）
とその保護者
第３土曜日 午前１１時～
えほんのへや 手遊びと絵本の読み聞かせ ２・３歳児とその保 中央図書館
（約１５分）
護者
第１木曜日 午前１１時～
長浦おかのうえ図書館
第２水曜日 午前１１時～
おはなし会

おはなし（昔話の語り）と絵 ４歳～小学６年生
本の読み聞かせ（約２５分）

４月からおはなし会の時間が変わります。
（３月まで
中央・長浦：午後２時半～、平川：午前１１時～）

中央図書館
第２・４土曜日 午後４時～
長浦おかのうえ図書館
第１・３・５土曜日 午後４時～
平川図書館
第２土曜日 午前１０時～

☆途中入場はできません。また、開催日と祝日が重なった場合は休止になりますので、ご注意ください。

赤ちゃん優先タイム・すきすき絵本タイム
〇子どもの声を気にせず参加できる催しってあるの？
根形・平岡公民館図書室内には、親子で靴を脱いでくつろげるふれ
あい読書コーナーがあり、小さいお子さんが多少にぎやかにしても大
丈夫な「赤ちゃん優先タイム」を定期的に設けています。
また、同じスペースで、０歳からのお子さんと保護者の方にボラン
ティアが絵本の読み聞かせを行う「すきすき絵本タイム」も、下記の
日程で行なっています。赤ちゃんと一緒に絵本の楽しさを心おきなく
味わえます。ぜひお子さんやお孫さんと図書室にいらしてください！
根形図書室 すきすき絵本タイム
赤ちゃん優先タイム
根形公民館図書室 偶数月第３水曜日
平岡公民館図書室 毎月第２木曜日
※時間は午前１０時から正午までです。
すきすき絵本タイム実施予定
根形公民館図書室 奇数月第３水曜日と公民館まつり時に実施
平岡公民館図書室 夏休み期間と公民館まつり時に実施
平岡図書室 すきすき絵本タイム

※時間は午前１０時から正午までです。

ブックスタート
図書館は、市の４か月児教室の会場で対象のお子さんとその保護者の方にブックスタートを実施しています。

〇ブックスタートって？
赤ちゃんとその保護者の方に絵本を開く楽しい体
験といっしょに、ゆっくりふれあうひとときの楽しさ
を感じてもらう活動です。４か月児教室終了後、保健
センター１階の集団指導室で市のボランティアが、絵
本の読み聞かせを行った後ブックスタートパックを
お渡ししています。
４か月児教室に参加できなかった方には、中央図書
館のカウンターでブックスタートパックをお渡しし
ます。火曜日から日曜日の午前９時３０分から午後５
時１５分までの間に、母子手帳を必ずお持ちになって
来館してください。※配布の対象は市の４か月児教室対象の１歳未満のお子さんです。

〇ブックスタートボランティアってどうしたらなれるの？
図書館で開催するボランィア養成講座を受講していただきます。終了後ボランティア登録を行い、活動すること
になります。平成２９年度の養成講座の予定は下記のとおりです。４月１日（土）から申し込みを受け付けます。

ボランティアさん
大募集

回数

日時

内容・講師

１

5 月 25 日（木）

講義：
「ブックスタートとは」

13：30～15：30

講師：ＮＰＯブックスタート職員

6 月 8 日（木）

講義：
「乳幼児向け絵本について」

13：30～15：30

講義：
「図書館のブックスタートの流れについて」

２

受付開始：

平成２９年４月１日（土）
申込み先：
袖ケ浦市立中央図書館
電話 0438-63-4646

講師：図書館職員
３
４

6 月 22 日（木）

講義・実習：
「図書館のブックスタートとは」

13：30～15：30

講師：図書館職員

7 月 4 日（火）

ブックスタートの見学

10：15～12：30

会場：１～３回は中央図書館２階視聴覚ホール、４回は市の保健センター１階集団指導室

「とんことり」 筒井頼子／さく 林明子／絵 福音館書店 1989.02 全館 Ｅツ
山の見えるまちに引っ越してきたかなえ。玄関から“とん ことり”という音がしたので行ってみると、
すみれの花束が落ちていて…。新しい友達との出会いを子どもの目線で描く春にぴったりの絵本です。

「一年生になるんだもん」角野栄子／文 大島妙子／絵 文化出版局 1997.09 中央・長浦 Ｅカ
こんど一年生になるさっちゃんは、４月が待ち遠しくてたまりません。おとうさん、おかあさんと一緒に入学の
準備をします。新しい生活に向けたさっちゃんのドキドキとワクワクが描かれた絵本です。
一般書「関東１００キロ圏ローカル鉄道の旅」

関東近郊の私鉄沿線を散策
源明 輝/著 オークラ出版 2015.05 中央郷土・長浦一般 686 ゲ
小湊鐵道やいすみ鉄道を使ったおすすめ散策コースを、
「撮り鉄」の著者が、桜や菜の花を
バックに走る車両とともに紹介します。春の小さな旅に出てみませんか？

図書館ニュース
◆映画会ボランティア企画映画会を開催しました
２月８日（水）の午後１時３０分から

＜チラシと解説＞

＜上映前の様子＞

長浦おかのうえ図書館の視聴覚室で
「黒部の太陽」を上映いたしました。
事前の問い合わせも多く、当日もお昼過
ぎから開演を楽しみに待つ方々が集まっ
て来ていました。
日本を代表する二大スターが共演し、
黒部第四発電所（通称黒四ダム）建設を
描いた、迫力のある壮大な作品で、多くの方々にご来場いただき盛況でした。
＜映画会ボランティアの声＞
今回初めて企画した映画会に沢山の皆様が来て下さり感激しました。私にも何かできるボランティア活動はないか探し
ていた所、好きな映画を皆様に見て頂く企画が出来ると聞いて参加しました。これからも思い出の映画、好きな俳優の映
画等を選択し、皆様に喜んで頂ける様に頑張りたいと思います。

◆シネマトークにご参加ください
上映した映画作品をより深く鑑賞するため、上映後に参加希望者を募り、鑑賞した作品について、
それぞれ簡単に講評してもらい、作品についてより理解を深め、併せて参加者の 交流の場とするこ
とを目的にシネマトークを開催しています。ふるってご参加ください。
長浦おかのうえ図書館では、2 月 22 日（水）の「蛍川」上映後に行い、作品の出来栄え、
映画会の上映についてなどを話し合いました。
＜シネマトーク実施予定＞

↓上映時間はいずれも 10：00～11：55

3 月 17 日（金）平川図書館「必死剣鳥刺し」上映後
4 月 20 日（木）中央図書館「麗しのサブリナ」上映後

◆利用者アンケートの集計結果が冊子になりました
昨年の夏にご協力いただきました利用者アンケートの集計結果については、中央図書館の郷土資料として登録し
たほか、各館の窓口にも置いてあります。どうぞご覧ください。

◆蔵書点検休館のご協力ありがとうございました
２月に蔵書点検を行いました。休館中、利用者の皆様にはご不便をおかけしました。蔵書点検の結果については
次号の図書館だよりでお知らせいたします。ご協力いただきましてありがとうございました。

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）
3 月 6 日（月）
、13 日（月）
、27 日（月）
、31 日（金）
4 月 3 日（月）
、10 日（月）
、17 日（月）
、24 日（月）
、28 日（金）
5 月 1 日（月）
、8 日（月）
、15 日（月）
、22 日（月）
、29 日（月）
、31 日（水）
6 月 5 日（月）
、12 日（月）
、19 日（月）
、26 日（月）
、30 日（金）

