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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/ 

図書館検定 図書館クイズ 

児童特別展示 

昔から読みつがれている 
大切な絵本 

大森図書館で開催します。 

お父さん、お母さんも読んだことがある懐か

しい絵本 100 冊を集めて展示します。 

【期間】4 月 1 日（火）～5 月 11 日（日） 

【場所】大森図書館 児童展示コーナー 
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4 月 23 日は「子ども読書の日」です。（「子どもの読書活動の推進に関する法律」により定められています。） 

4 月 23 日～5 月 12 日は「こどもの読書週間」です。（公益社団法人 読書推進運動協議会が主催しています。） 

児童特別展示 

よい絵本 

そうふけ図書館で開催します。 

全国学校図書館協議会選定の『よい絵本』

に掲載された本を集めて展示します。 

【期間】4 月 1 日（火）～5 月 11 日（日） 

【場所】そうふけ図書館 おはなしのへや 

小倉台図書館で開催します。 

図書館に来て、図書館の本を使えば答えられ

るクイズを出題します。問題は４種類、どの問

題にあたるかはお楽しみ。正解した数によって

１級から３級の認定証がもらえるよ。全問正解

を目指そう！小学校６年生までの君の参加をま

っているよ！ 

※１日１回、期間中何度でも参加できます。 

※その場で採点します。 

【期間】4 月 22 日（火）～5 月 11 日（日） 

【対象】小学校 6 年生まで 

小林図書館で開催します。 

小学生のみなさん集まれ！図書館の本を使

って解答できるクイズを出題します。問題付

きチラシは、期間中、小林図書館にあります。

答えを書いてカウンターに出してください。

出してもらった紙は 5 月 14 日（水）から丸

付けして返します。そのときに参加賞ももら

えます。 

【期間】4 月 22 日（火）～5 月 11 日（日） 

【対象】小学校 1～6 年生 



 
  

おはなし会においでよ！ 

 印西市立図書館では、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。くわしい日程については、各図書館にお問い合わせください。 

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～ 

本埜図書館 

（おはなしコーナー） 

第 3 土曜日 

午前 10 時 30 分～ 

小倉台図書館 

（おはなし室） 

毎週木曜日 

午後 3 時 30 分～ 

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～ 

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）までお問い

合わせください。 

本選びの参考にどうぞ！ブックリスト 
印西市立図書館では、さまざまな年代の子どもたちに向けてブックリストを作成して

います。 

えほんのくに 
幼児を対象とした、新し

く発行された絵本のなか

から図書館員がおすすめ

を選んだリストです。 

ほんのタネ！ 
小学生を対象とした

絵本や読み物を紹介

するリストです。 

BOOK de GO ! 
～ティーンズおすすめブックガイド～ 

中学生を対象とした読み物やＹＡ

（ヤングアダルト）向け小説を紹介

するリストです。 

♪上記のリストは各図書館で配布していますので、ご自由にお持ちください。 

♪過去のリストは各図書館で見ることができます。また、印西市立図書館ホームページから

も見ることができます。 
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「としょかんカード」の登録内容（住所、連絡先等）に変更が生じ

ましたら、お早めに図書館で変更の手続きをしていただきますよう

お願いいたします。 

 変更手続きの際は「としょかんカード」をお持ちください。 

 住所の変更がある場合は、下記のものをお持ちください。 

・ 「としょかんカード」 

・ 住所の確認ができるもの（免許証、保険証など） 

 印西市に在勤・在学になった場合は、下記のものをお持ちください。 

・ 「としょかんカード」 

・ 住所の確認ができるもの（免許証、保険証など） 

・ 在勤・在学を証明するもの（所在地が印西市であることがわかる

社員証や学生証など） 

 印西市もしくは隣接する自治体（※）以外に住所を変更した場合は「としょかんカード」が

使えなくなります。図書館までご連絡ください。 

（※隣接する自治体は、我孫子市・柏市・白井市・八千代市・佐倉市・成田市・酒々井町・栄町です。） 

 印西市に在勤・在学でなくなった場合は、利用できるサービスが変わりますので、図書館ま

でご連絡ください。 

ご不明な点がありましたら、お近くの図書館までお問い合わせください。 

印西市マスコットキャラクター 

いんザイ君 

印旛図書館 
1 月 18 日（土）・19 日（日） 

２年ぶりに行った印旛図書館のブックリサ

イクル。今年初めに印旛支所が“ふれあいセ

ンターいんば”に移転したため、支所窓口へ

来られた方もリサイクル会場を覗いて下さる

など、大変多くの方々にご来場いただきまし

た。 

小雪がちらつくあい

にくの天気でしたが、用

意した資料の約 89％を

提供することができま

した。 熱心に選択中… 

本埜図書館 
2 月 15 日（土）・16 日（日） 

昨年まで行っていた雑誌リサイクルです

が、今回は初めて図書のリサイクルを行いま

した。前日の夜には雪、翌日も朝は雨がぱら

つくなどお天気に恵まれずご来場いただける

方は少ないのではと心配しましたが、たくさ

んの方にご来場いただきました。 

2 日間で除籍・寄贈図書

など合わせて 1,072 点の

資料を提供することがで

きました。 
お気に入りの 1 冊、 

みつかりましたか？ 

‐３‐ 

ブックリサイクル 



 

新聞のリサイクルを行っています！ 

 印西市立図書館では、全館で毎月 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。おひとりさま二束程度、ご自由にお持ちいただけます。

なくなり次第、終了となります。 

※新聞の保存期間は、印西市立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。くわしくは印西市立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。 

印西市立図書館で人気のある本です。 

（平成 26 年 3 月 25 日現在） 

タイトル 著者名 出版社 予約件数 

海賊とよばれた男（上） 百田 尚樹 講談社 151 

祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 講談社 131 

海賊とよばれた男（下） 百田 尚樹 講談社 112 

ペテロの葬列 宮部 みゆき 集英社 100 

ホテルローヤル 桜木 紫乃 集英社 98 

ロスジェネの逆襲 池井戸 潤 ダイヤモンド社 90 

疾風ロンド 東野 圭吾 実業之日本社 76 

永遠の０（講談社文庫） 百田 尚樹 講談社 72 

夢幻花 東野 圭吾 ＰＨＰ研究所 66 

政と源 三浦 しをん 集英社 58 

 ※上記の本は非常に人気があり、予約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。 
ご了承ください。 

※上記のうち、ご自宅に不要になった本がございましたら、ぜひ図書館にご寄贈ください。 

大森図書館と小倉台図書館では毎週水曜日に 

開館時間を延長しています。 

4 月～9 月は、午前 9 時から午後 8 時まで。 

10 月～3 月は、午前 9 時から午後 7 時まで。 

（通常の開館時間は全館で午前 9 時から午後 5 時までです。） 

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 
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