
 

夏のおはなし会 〈本埜図書館〉 
大型絵本の読み聞かせやパネルシアターなどを行います。 

【時間】10：30～11：30 【場所】おはなしコーナー 

【対象】幼児～小学 3 年生 【定員】40 人 

【申込】丌要 

環境月間展示 〈印旛図書館〉 

「水」をテーマにした本を展示します。 

科学あそび 〈小倉台図書館〉 
詳細はポスター、チラシ、ホームページ等でお知らせします。 

ブックリサイクル 〈小倉台図書館〉 

雑誌や本のリサイクルを行います。 

【時間】2 日（土）9：00～16：30 【場所】集会室 

3 日（日）9：00～16：00 【申込】丌要 

図書館探検隊 〈大森図書館〉 
詳細はポスター、チラシ、ホームページ等でお知らせします。 

※小林、そうふけ、小倉台図書館は８月に実施します。 

 

講座「絵本大好き 絵本の読み方選び方」 〈小林図書館〉 

絵本の奥深い魅力と家庭での読み聞かせについてお話しします。 

【時間】10：00～正午 【場所】小林コミュニティプラザ 

【講師】図書館職員 【定員】15 人（先着順） 

【対象】家庭での読み聞かせに興味のある方 

【申込】６月１日（金）午前９時から小林図書館まで（電話または窓口） 

 

 

としょかん 
つうしん 

 

通巻６５号 
（平成２４年６月） 

編集・発行 印西市立大森図書館 

 
図書館ホームページ 
・パソコン から・・・  
http://www.library.city.inzai.chiba.jp/  

・携帯電話 から・・・ 
http://www.library.city.inzai.chiba.jp/i/  
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図書館からのお知らせ 

図書館では平成 24 年 2 月 6 日（月）から 13 日（月）の間、蔵書点検を行いま

した。蔵書点検の結果、蔵書数 562,399 点のうち、1,311 点の資料が所在丌明で

した。詳しい結果は下表のとおりです。（平成 24 年 2 月 29 日現在） 

 図書 雑誌 視聴覚 絵画 合計 

所蔵資料数（点） 536,601 13,991 11,711 96 562,399 

丌明資料数（点） 1,223 48 40 0 1,311 

丌明率（％） 0.23 0.34 0.34 0 0.23 

所在丌明資料のほとんどが、貸出の手続きがされないまま、持ち出されたものと

思われます。図書館の資料は市民の皆さんの貴重な財産です。この財産を有効に活

用できるように、図書館職員も資料の管理に努めてまいります。 

 貸出の際は、必ずカウンターまで資料をお持ちいただき、手続きをしてくださる

ようお願いいたします。 

 

蔵書点検結果のご報告 
 

貸出がお済みでない資料は、貸出手続きの

もれを防ぐため、ご自分のかばんや袋に入

れないようお願いします。図書館の資料を

館外に持ち出される場合は貸出の手続きが

必要です。ご理解・ご協力をお願いします。 

図書館からのお願い 
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たのしかったよ！～行事報告～ 

 

 

 

 

 

 

 

2年ぶりのおはなし会スペシャルとなりまし

た。人形劇「はなさかじいさん」やパネルシ

アター「おおきな大根」など６つの出し物を

行いました。子ども達には、いつもとは違っ

たおはなし会を楽しんでもらうことが出来

ました。参加人数は４７名、比較的小さなお

子さんが多かったです。 

 

 

おはなし会スペシャル（そうふけ図書館） 

 

3/24 
（土） 
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大森図書館 

雑誌『子どもの本棚』毎年５月号の特集

１０年間分より「絵本」を集めて展示し

ました。比較的刊行年の新しい資料も紹

介できた点がよかったと思います。「絵

本」のたのしさを発見してもらうきっか

けづくりにしてもらえたのではないか

と思います。 

 

児童特別展示 
 ４／１（日）～5／1３（日） 

 

 

図書館クイズ 
 

子どもの読書週間行事 

そうふけ図書館 

「よい絵本」の展示を行いました。 

絵本を研究されている先生方によって

選ばれた絵本で、本の世界に入ろうとす

る子ども達にぴったりです。絵本のすば

らしさを知って頂けたのではないでし

ょうか。 

 

小倉台図書館 

人気の絵本や有名な昔話などについて

と、本を読むときのマナーについてのク

イズを行いました。108 名の小学生が

参加してくれて大人気！たくさんの子

ども達に本に親しんでもらえました。 

 

小林図書館 

クイズに答えながら有名なむかしばな

しや古典的な読みもののほか、調べも

のの本や市の広報など、小学生の子ど

も達にたくさんの本に触れてもらいま

した。参加者は３４名でした。 

 

４／2４（火）～5／1２（土） 

 



 ① マスカレード・ホテル 東野 圭吾／著 

① 舟を編む 三浦 しをん／著 

③ ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾／著 

④ 真夏の方程式 東野 圭吾／著 

⑤ ジェノサイド 高野 和明／著 

⑥ 謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉／著 

⑦ 下町ロケット 池井戸 潤／著 

⑧ 人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵／著 

⑨ 麒麟の翼 東野 圭吾／著 

⑩ 謎解きはディナーのあとで 2 東川 篤哉／著 

 

図書館 
人気の本 
（平成24年5月15日現在） 

図書館についてのお問い合わせは、下記のもよりの図書館までどうぞ。 
★ 大森図書館 ・・・ 42-8686  ★小 林 図 書 館 ・・・ 97-0005 

★ そうふけ図書館 ・・・ 45-2566  ★小倉台図書館 ・・・ 47-5511 

★ 印旛図書館 ・・・ 80-3850  ★本 埜 図 書 館 ・・・ 97-3210 

おはなし会に 

おいでよ！ 

 
図書館ではおはなし会を行ってい

ます。大きな絵本や紙芝居、季節や行

事にぴったりの楽しいおはなしを用

意してお待ちしております。ぜひお気

軽にお越しください。 

※詳しい日程については、各図書館に

お問い合わせ下さい。 

大 森 図 書 館 

（おはなし室） 
第２・4 日曜日 午前 11 時～ 

小 林 図 書 館 

（ 遊 戯 室 ） 
第４土曜日 午後 3 時～ 

そうふけ図書館 

（おはなしのへや） 

第 1・3 土曜日 午後3 時～ 

第 2・4 土曜日 午前 11 時～ 

小倉台図書館 

（おはなし室） 
毎週木曜日 午後 3 時半～ 

本 埜 図 書 館 

（おはなしｺｰﾅｰ） 
第３土曜日 午前 10 時半～ 

印 旛 図 書 館 

（いんば児童館） 

月１回開催。日程については 

印旛図書館（℡80-3850）まで 

 

市内各図書館では、毎月１日～７日（休館日を除く）に、保存期限を過ぎた新聞の 

リサイクルを行っています。 

※新聞の保存期間は、図書館ホームページの「新聞一覧」をご覧ください。 

※予約・とりおきはお受けしておりませんのでご了承ください。 

※祝日等で日程が変更になる場合があります。詳しくは図書館ホームページまたは 

各図書館の掲示をご覧ください。 

「新聞リサイクル」のお知らせ 
 

♪上記の本は非常に人気があり、リクエストをしていただいても長期に渡りお待ちいただくことになります。ご了承下さい。 

♪上記のうち、ご自宅に丌要になった本がございましたら是非図書館にご寄贈ください！ 

 今回は１位が２冊！ 

リクエスト数はどちらも 

164 件です。 
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