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あかちゃんと図書館へ行ってみませんか？
袖ケ浦市立図書館では、おはなし会をはじめ、子どもと本をつなぐためのさまざまな読書普及事業
を行っています。今号では、赤ちゃんを対象とした取り組みについて紹介いたします。

０歳のあかちゃんも利用券が作れます！

図書館イメージキャラクター
「トショロ」

袖ケ浦市及び近隣４市（木更津市・君津市・富津市・市原市）の方であれば、0 歳のあかちゃんか
ら資料利用券が作れます。保護者の方が、保険証・子ども医療費助成受給券など、お子さんの住所・
氏名がわかるものをカウンターにお持ちください。ご家族で図書館に足を運んでみませんか？
市内の図書館・図書室それぞれに、0・1・2 歳児への読み聞かせに適した本を集めた「はじめて
出会う絵本」のコーナーを設置しています。また、読書相談にも応じますので、読んであげる絵本や
読み聞かせ方に迷ったときは、気軽に職員におたずねください。お子さんの年齢に応じたおすすめ絵
本のブックリストも館内で配布しています。

ブックスタートをおこなっています！
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。ブックスタートは、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
聞かせと、絵本の入ったブックスタートパックをお渡ししています。
【根形公民館図書室の

【ブックスタートでの読み聞かせの様子】

あかちゃん向け読書イベント

長浦おかのうえ図書館では、０歳からの乳幼児とその保護者の方
を対象に、わらべうたや手あそび、絵本の読み聞かせを楽しむ「わら
べうたであそぼう」を実施しています（★毎月第３土曜、11 時～）
。
また、根形公民館図書室では、0 歳からの乳幼児とその保護者を
対象に、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」を実施しています（★奇数月第３水曜、10 時～正午）
。授乳室・
おむつ台等も用意がありますので、お気軽にのぞいてみてください。
また、根形公民館図書室・平岡公民館図書室では、小さなお子さん
と保護者の方が気兼ねなく過ごせるように、
「赤ちゃん優先タイム」を設けています。図書室の「ふ
れあい読書コーナー」で、周りに気をつかわず、読み聞かせや赤ちゃんとのふれあいを楽しめます。
（★根形公民館図書室は偶数月第３水曜・平岡公民館図書室は毎月第２木曜の 10 時から正午）
「ふれあい読書コーナー」
】

「わらべうたであそぼう」は長浦おかのうえ図書館にて 3 月１７日（土）
・4 月 21 日（土）
の午前 11 時～、
「すきすき絵本タイム」は根形公民館図書室にて 3 月 22 日（木）の午前
10 時から正午まで開催予定！ぜひ足を運んでみてください。

平成２９年度 おすすめ資料を紹介します
平成２９年度に受入れした資料の中から、図書館員おすすめの資料を紹介いたします。ぜひ、
手にとってみてください。

全集

楽譜
★中央図書館の楽譜コーナーには約 400
点の資料があります。

★新しく入った文学全集をご紹介します。

「ピアノの発表会で弾きたい
人気ソング 30」

夏目金之助／著 岩波書店
◆請求記号 918.6 ナ１～14
（中央で所蔵）
原稿等の自筆資料や、最も早く発表された資
料を底本に、詳細な注解を改訂し、未発見資料
等も掲載した漱石全作品集の増補決定版です。
（全 28 巻＋別巻、現在刊行中。1～12 巻、
14 巻を所蔵。
）

シンコーミュージック・エンタテインメント
◆請求記号 763 ピ（中央で所蔵）
「美女と野獣」
、
「空も飛べるはず」など JPOP やジャズ・メドレー、クラシックなど発
表会や演奏会で使えるピアノ・ソロ譜と連弾
譜 30 曲を収録。

「卒業コーラス・アルバム
女声二・三部合唱／ピアノ伴奏」
ケイ・エム・ピー
◆請求記号 767 ソ 17（中央で所蔵）
卒業にちなんだ定番ソングから人気の JPOP まで、コーラス・ビギナーの方にも楽し
める編曲で多数収録されています。

Ｃ Ｄ
★中央・長浦・平川では、「鬼平犯科帳」、
「御宿かわせみ」などの人気時代小説シリ
ーズをはじめ、朗読 CD も多数所蔵していま
すので、ぜひご利用ください。
「蜜蜂と遠雷音楽集」
ナクソス・ジャパン
◆請求記号 Ⅾ２５ ミ（長浦で所蔵）
ショパンのバラード第 2 番ほか、恩田陸の
小説『蜜蜂と遠雷』の主人公達がコンクールで
演奏した、物語の核となる楽曲を集めたコン
ピレーションアルバムです。小説と合わせて
聴けば、物語の世界をより一層楽しめます。

「定本漱石全集」

新訳
★昔読んだあの作品も、新しい訳で読むと
また印象が変わります。
「ハックルベリー・フィンの冒けん」
マーク・トウェイン／著 研究社
◆請求記号 ９３３ト（中央で所蔵）
現代アメリカ文学翻訳の名手・柴田元幸によ
る、19 世紀児童文学の新訳です。原文の語り
口調を生かし、ひらがな・カタカナを多用した
訳文は特徴的ですが読みやすく、原書オリジナ
ルイラストも多数収録されています。

「日本文学全集 0４ 源氏物語 上」
池澤夏樹／個人編集 河出書房新社
◆請求記号 913.3 ム１ （長浦で所蔵）
この巻では、源氏物語の第一帖「桐壺」から
第二十一帖「少女」までを人気作家の角田光代
が現代語訳。読みやすく、歯切れのいい訳文で、
日本文学の名作を読み直してみてはいかがで
しょうか。

～おめでとうございます～ ライトブルー少年賞
袖ヶ浦高校図書委員会は、市内の幼稚園・保育所・図書館での絵本の読み聞かせ活動のほか、市立
図書館での「夏のトショロ月間」への協力、中央図書館青少年コーナーでのおすすめ図書の展示など、
校外においても積極的に活動していることが認められ、ライトブルー少年賞を受賞されました。
※ライトブルー少年賞は、千葉県が行っている表彰で、郷土の新しい時代を担う心豊かなたくましい青少年
を育成するため、善意や親切心から良い行いをした少年少女を表彰し、その活動をたたえるものです。

図書館ニュース
平川図書館 春のこどもイベント

「おはなしの花たば」を開催します！（平川）

子ども向けに、
「花」をテーマに
さまざまな催しを行います。
図書館で春を迎えてみませんか？

日時：3 月 18 日(日) 午後 2 時～3 時 30 分
場所：平川図書館 おはなしのへや
【問い合わせ】平川図書館 （75）7392
入場料：無料
イベント名

時間

おはなし会

午後 2 時
～2 時 25 分

子ども映画会
「リネア
～モネの庭で～」

午後 2 時 30 分
～3 時

かみのおはなやさん

午後 3 時
～3 時 30 分

映画会ボランティア活動中です
図書館では、映画会ボランティアの皆さん
が、上映する作品の選定、会場準備や案内な
どの活動を行っています。
平成２９年 1２月 13 日（水）の午後 2 時
から長浦おかのうえ図書館で、映画会ボラン
ティアのスキルアップ講座を開催しました。
当日は流山市立木の図書館からスタッフ
２名を講師に招き、自館で行っているシネマ
トーク＆映画上映会「みんなでシネマ」につ
いて研鑽を深めました。また、映画上映会に
ついての情報交換も行い、双方の交流を深め
ました。

対象
４歳から小学生
※保護者も参加可

小学生
※保護者も参加可

どなたでも

内容
お花をテーマにした、えほんのよみき
かせです。
モネと絵、スナップ写真でつづる、花
の好きな少女リネアのファンタジー
な成長物語です。
（日本語吹き替え版）
おりがみとストローでつくった、かわ
いいお花をプレゼント。

子ども読書の日記念行事

スタンプラリーを開催します！
（全館）
４月２３日の子ども読書の日にちなみ、読書に
親しんでもらうきっかけづくりとして、子ども向
けの各種イベントを行います。
展示やおすすめ図書リストを配布するほか、全
館で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 個集めると図書館特製トショロ
シール、４０個集めると手作りのフェルトマグネ
ットをプレゼントします。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（日）から 5 月 12 日（土）まで
○スタンプ押印期間

4 月 14 日（土）から 5 月 13 日（日）まで
【講座の様子】

＜映画会ボランティアさんの声＞
◎私は映画会ボランティア活動に参加して２年になります。当初は好きな映画が観られるとのことで参加したの
ですが、上映する映画の選定もでき、選んだ映画が多くの皆様に観て喜んでいただけることで、また別の喜び
を得ることができました。さらに、ボランティア仲間との映画談義も映画の見方を広げることができました。
これからも出来るだけいろいろなジャンルの映画を観て、そこに繰り広げられる人生模様を学んだり、楽しめ
たら良いと思います。
（Ｓ）
◎図書館で行っている映画会だからこそ鑑賞だけでなく、来場されたお客様と上映した映画や原作本のことなど
について会話をできたらもっと楽しいと思います。
そんな「シネマトーク」のある映画会も計画しています。乞うご期待。
（Ｍ）

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、中庭で遊んで、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）
。
※内容は変更する場合があります。
日時：平成 30 年３月２９日（木） 午前１０時３０分～午後３時
場所：中央図書館

★図書館であそぼう！
みんなでゲーム！ 【１階中庭】

★親子いっしょのおはなし会
【２階第１会議室】
午前１０時３０分～１１時

午後 1 時３０～2 時

対象：４歳から小学生までの子どもとその保護者
内容：
「アナンシと五」
、
「ぐるんぱのようちえん」
などおはなしと絵本の読み聞かせをします。

対象：４歳から小学校低学年までの子ども
内容：みんなで参加できる楽しいゲームをして遊びま
す。
（協力：袖ケ浦市レクリエーション協会）

★わらべうたであそぼう

★大型えほんとおはなし会

【２階 第 1 会議室】
午前１１時～１１時 30 分

【2 階視聴覚ホール】
午後 2 時～3 時

対象：０歳からの乳幼児とその保護者
内容： わらべうたあそびと大型絵本の読み聞かせ
をします。

対象：４歳から小学生までの子どもとその保護者
内容：
「ぐりとぐらのえんそく」など、大型絵本の読み
聞かせとおはなしを語ります。

【問い合わせ】中央図書館 （63）4646

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

5 日（月）、12 日（月）、19 日（月）、26 日（月）、３０日（金）

4 月の休館日

2 日（月）、9 日（月）、16 日（月）、23 日（月）、27 日（金）

5 月の休館日

7 日（月）、14 日（月）、21 日（月）、28 日（月）、31 日（木）

6 月の休館日

4 日（月）、11 日（月）、18 日（月）、25 日（月）、29 日（金）

資料展示「袖ケ浦市初の国史跡

さ ん や かいづか

山野貝塚」

中央図書館１階ラウンジでは、利用者の方に読書への興味を持って
いただくため、テーマ毎に選んだ図書資料等の展示を行なっています。
２月・3 月の展示は、今年度から活動を開始した「資料展示ボラン
ティア」にご協力いただいた「袖ケ浦市初の国史跡 山野貝塚」です。
【中央図書館入ってすぐの展示コーナー」
】

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

