図書館だより
第４３号 平成２９年６月１４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

毎年、４月２３日は「子ども読書の日」
、４月２３日～５月１２
日は「こどもの読書週間」と定められています。これにちなんで
袖ケ浦市立図書館でも、子ども読書の日記念行事を毎年行なって
います。
今年度は、４月 15 日（土）から５月 14 日（日）まで、貸出
冊数の上限数を１５冊から２０冊に拡大したほか、おすすめ図書
リストの配布とおすすめ図書の展示、
「スイミー」など親子で楽し
める名作絵本のアニメーション上映会を行いました。
また、今年度は、３歳から小学生の子どもを対象に、市内の図書
館・図書室全館で読書手帳の配布を行いました。期間中に読んだ本
のタイトルを読書手帳に記入してもらい、２０冊記入してカウンタ
ーに持ってきた子どもに、図書館のイメージキャラクター「トショ
ロ」の特製イラストシールをプレゼントしました。
読書手帳の配布は今年初の試みでしたが、多くの子どもたちが参
加してくれました。参加してくれた子どもは延べ 1,019 人、２０
冊記入に到達した子どもは延べ 187 人でした。期間中は何度でも
チャレンジできるので、２冊目、３冊目の手帳に突入した子どもたちもいました。記入欄がいっぱ
いになった手帳を見せてくれる子ども達の顔はとても嬉しそうでした。
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こと、図書館
に親しんでもらうことを願って開催しています。
「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。この記念行事を通じて、物語の楽しさを体験するお手伝い
ができれば幸いです。これからも、市内の図書館・図書室をあげて子どもたちと本をつなぐ、さま
ざまな試みを行なってまいります。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。

各国事情（302）
、社会福祉（369）
、衛生学・予防医学（498）
、スポーツ【球技】
（783）
の本について、本の内容に沿ってより細かく分類するように、請求記号を３桁から４桁への表
示に変更しました。
これにより、細かいテーマごとに本が棚に並ぶようになりましたので、本を探しやすくなり
ました。皆さまのより一層のご利用をお待ちしております。

図書館ニュース
◆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２９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 72 万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２8 年度

平成２7 年度

平成２６年度

中央図書館

20

100

111

長浦おかのうえ図書館

46

19

55

平川図書館

46

31

23

根形図書室

0

0

0

平岡図書室

0

9

0

112

159

189

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、年々減少しています。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。

来たれ ミステリ・ファン！
◆【予告】文芸講座開催します
図書館では毎年秋に、専門の講師を招き、ひとつの作品やテーマや関する連続講座を通じて、
その時代や作品、人物についての理解を深めていく文芸講座を行なっています。
今年度は、自身もシャーロッキアンとして知られる翻訳家の日暮雅通（ひぐらし・まさみち）
氏を講師としてお招きし、コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ・シリーズ」とその周
辺についてお話いただきます。ホームズの魅力について存分に語っていただく予定ですので、
ミステリに興味のある方はぜひお申し込みください。
※9 月１日より受付開始。詳細は 9 月 1 日号の広報そでがうら、袖ケ浦市立図書館ホームペ
ージに掲載予定です。
全4回
※各回とも午後 2 時３０分～午後 4 時（90 分）
◆第 1 回
9 月 30 日（土） ◆第 2 回 10 月 14 日（土）
開催日時
◆第 3 回 10 月 28 日（土） ◆第 4 回 11 月 11 日（土）
（予備日 11 月 18 日（土））
場所

中央図書館 2 階視聴覚ホール

対象・定員

一般成人・６0 名（申し込み先着順）

【申込先・問い合わせ】中央図書館 Tel ６３―4646

◆図書館ボランティア、活躍中です！！
袖ケ浦市立図書館は、利用者の皆さんをはじめ、たくさんの方々に支えられています。いつもご協力あ
りがとうございます。今号では、図書館の運営にご協力いただいているボ
ランティアの方々の活動について紹介します。
「おはなし会ボランティア」は、定例のおはなし会や地元の学校でのお
はなし会、トショロ月間でのイベントなどで、幅広く活躍いただいていま
す。
「ブックスタートボランティア」は、市の 4 か月児教室の際に、お子
さんとその保護者に対して絵本の読み聞かせを行なっています。
「すきす
【
「なつやすみ としょかんで
き絵本タイムボランティア」は、各公民館図書室の「ふれあい読書コーナ
あそぼう」でのおはなし会】
ー」で開催する「すきすき絵本タイム」で、赤ちゃんとその保護者に対して
絵本の読み聞かせを行う活動をしていただいています。これらのボランティアの方々は、養成講座を修了
後、子どもと本を結ぶ活動をしています。

【
「紙花教室」での一コマ】

読書に関連する活動以外で、ご協力いただいているボランティアもいま
す。皆さんは、市の図書館（室）のカウンターに紙細工のお花が飾ってあ
るのをご覧になったことはありますか？作ってくれているのは、市内の図
書館ボランティアの方です。
「紙花教室」
「かみのおはなやさん」では、子
どもたちに紙花の作り方を教えてくれます。また、館内の装飾やトショロ
グッズも手掛けてくれています。

また、昨年度から募集を始めた「映画会ボランティア」は、図書館で行う映画会で上映する作品の選定、
会場準備や案内などを行なっていただいています。
「対面朗読ボランティア」は、中央図書館の対面朗読
室で、障がいのある利用者の求めに応じて本の朗読を行います。
図書館の運営には、多くのボランティアや社会教育推進員の方々の力が不可欠です。ぜひ、おはなし会
や映画会、各種イベントに足を運んでみてください。
★映画会ボランティア企画の映画会のお知らせ★
日

時

場

所

7 月１２日（水）

長浦おかのうえ図書館

10：00～12：15

３階視聴覚室

7 月 20 日（木）

中央図書館

13：30～16：00

２階視聴覚ホール

上映作品
「カッコーの巣の上で」

映画会ボランティアに
興味のある方は、ぜひお
問い合わせください♪

「二十四の瞳」

＜中央図書館＞ ☎63-4646

今年の夏は、全体的に厳しい暑さになるそうですね。今号では、
「夏を楽しむ」をテーマに、
おすすめの本をピックアップしてみました。

「週末夏旅！
暑い日本が好きになる５５の休暇術」
吉田 友和／著 平凡社
◆請求記号 291 ヨ （中央で所蔵）
キャンプ、青春１８きっぷ、夏祭り、夏フェ
スに島旅・・・。日帰りから遠出の旅まで、日
本の夏を楽しみつくすためのノウハウが満載
の旅行記です。大人の限られた夏休みで楽しく
旅するための「夏旅のイロハ」を読んで、どこ
かに出かけてみませんか？

「あついあつい」
垂石 真子／作 福音館書店
◆請求記号 E タ（全館で所蔵）
炎天下、１羽のペンギンが「あついあつい」
と涼しいところを探しています。やっと日陰を
見つけたと思ったら、なんとそれはオットセイ
の影でした。一緒に涼しいところを探すと、次
の日陰はカバの影で・・・。どんどん仲間が増
えてへとへとになったとき、波の音が聞こえて
きます。ラストの「ざっぶーん」の爽快感がた
まりません。暑い夏にぴったりの絵本です。

【予告】夏のトショロ月間

今年も開催！

今年も、市内の各図書館（室）で、夏休み期間中の約１ケ月にわたり、子どもたちの知的好奇心を刺激
するようなイベントを開催します。期間中は、おはなし会などの定例の催しに加え、普段はやらないよう
な楽しいイベントが目白押し。ぜひ親子でご参加ください。イベントの一部を紹介します！
★予約の受付・・・市内在住・在勤・在学の方は 7 月 1５日（土）
、市外の方は 7 月２２日（土）から
窓口・電話で申込み。
（申込先着順）
＜長浦おかのうえ図書館＞ ☎64-1046
＜中央図書館＞ ☎63-4646
☆長浦おかのうえ図書館
なつやすみ
としょかんであそぼう【申込不要】

井上博士の理科教室

（
「むかしむかしの会」と共催）

☆長浦おかのうえ図書館
８月 3 日（木）
1 回目 13：30～14：30
2 回目 14：30～15：30
◎講師：井上勝さん
◎対象：小学生
◎定員：各回２５名×2 回
◎参加費 100 円／人
●液体窒素を使った簡単な実験をします。

８月 1 日（火）10：00～15：00
◎おやこいっしょのおはなし会、わらべうたで
あそぼう、つくってあそぼう（４才～低学年向
けの工作）、おおがたえほんとおはなし会
◎対象：４歳～（保護者同伴可）
（「わらべうたであそぼう」については乳幼児
とその保護者）
●親子でおはなし会を楽しみましょう。

わくわくドキドキ たのしいものづくり
～まわしてあそぼう～【要申込】
☆中央図書館
８月 4 日（金）
14：00～16：00
◎講師：森眞一さん
◎対象：小学生（保護者同伴可）
◎定員：20 名
※保育あり（要予約）
●まわして遊ぶ楽しいおもちゃを作って対戦！

～液体窒素で遊ぼう～【要申込】

書庫探検

☆中央図書館

～誕生日の出来事を調べてみよう！～

【要申込】
8 月 8 日（火）
14：00～15：00
◎対象：小学 3 年生～６年生
（小学 3、4 年生は保護者同伴）
◎定員：20 名
●ふだんは入れない２、３階の書庫を見学。

★この他にも、ちょっぴりこわいおはなし会（中央図書館）
、夏休み子ども映画会（中央・長浦・平川）
、
「えほんのふくぶくろ」
（中央・平川）
、紙花教室（平川）など楽しいイベントが盛りだくさん。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！

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
6 月の休館日

5 日（月）、12 日（月）、19 日（月）、26 日（月）、30 日（金）

7 月の休館日

3 日（月）、10 日（月）、24 日（月）、28 日（金）、31 日（月）

8 月の休館日

7 日（月）、14 日（月）、21 日（月）、28 日（月）、31 日（金）
袖ケ浦市立図書館ホームページ http://lib.sodegaura.ed.jp/

