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図書館では平成 2９年 2 月５日（日）から９日（木）の間に蔵書点検を行いました。
蔵書点検の結果、蔵書数 575,957 点のうち、860 点の資料が所在不明でした。詳しい
結果は下表のとおりです。（平成 2９年 2 月 2７日現在）
図書
所蔵資料数（点） 550,990

雑誌

視聴覚

13,173

11,698

絵画

合計

96 575,957

不明資料数（点）

813

21

26

0

860

不明率（％）

0.15

0.16

0.22

0

0.15

図書館の資料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。また、貸出・返却な
ど、ご利用の際には行き違いのないように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します。

印西市の図書館は全部で６館あります。市内の図書館ならどこの図書館も同じ本が並んでい
るのでは？とお思いの方もいるかもしれません。でも実は各図書館、地域の特色を活かした蔵
書づくりに努めています。今回は＜印旛図書館＞の本棚をのぞいてみましょう！

印西市の本棚

印旛図書館は、支所・児童館・健康づくりセン
ター・保健センターが入った複合施設「ふれあい
センターいんば」の１階にあります。近くには日
本医科大学千葉北総病院があり、周辺には印旛沼
が広がります。
蔵書は約 5 万 7 千冊と決して規模は大きくあり
ませんが、このような立地を活かし「医療」
「健康
づくり」「子育て」「印旛沼」関係の本の収集に力
を入れています。まだ印旛図書館にいらっしゃっ
たことがないようでしたら、ぜひ一度お越しくだ
さい。お待ちしています。
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環境月間展示

ブックリサイクル

＜小林図書館＞

＜小倉台図書館＞

環境汚染が問題になっている時代、私たち
がすぐ出来ることといえば・・・？
そう『リサイクル』！ 小林図書館では、
リサイクルについて展示します。
【期間】５月３０日（火）～６月２５日（日）
※休館日を除く。
【場所】小林図書館 一般展示コーナー

図書館で定める保存期限の過ぎた雑誌や、
除籍した図書・寄贈本などを 1 人各 5 冊程度
お持ち帰りいただけます。先着順・無料です。
ぜひご来場ください。
【日時】６月３日（土）午前９時～午後３時
【場所】小倉台図書館 集会室
【問合せ】小倉台図書館（℡４７－５５１１）

ブックコート体験講座

＜印旛図書館＞

図書館の本のように、ご自分の本にカバー（フィルム）をかけてみませんか。
【日時】６月１７日（土）午後１時３０分～（２時間程度）
【場所】ふれあいセンターいんば ボランティアルーム
【対象】中学生以上 【定員】４名（先着順）
【申込】６月２日（金）午前９時から印旛図書館窓口または電話にて受け付け
【問合せ】印旛図書館（℡８０－３８５０）

夏のおはなし会
パネルシアターや大型絵本の読み聞かせなど、楽しいおはなしをご用意してお待ちしています♪
〈本埜図書館〉
【日時】７月１５日（土）開場：１０時１５分 開演：１０時３０分 【場所】本埜図書館
【対象】幼児～小学校低学年 【定員】４０名 【申込】不要 【問合せ】本埜図書館（℡９７－３２１０）
〈大森図書館〉
【日時】８月１日（火）開場：１０時５０分 開演：１１時 【場所】文化ホール１階ホワイエ
【対象】幼児～小学校低学年 【定員】１００名 【申込】不要 【問合せ】大森図書館（℡４２－８６８６）

科学あそび

夏休みブックスタンプラリー
－本を読んでスタンプを集めよう！－
期間中、印西市立図書館で本を借りると
貸出し１回につき、台紙にスタンプを１個押
します（１日１回１館のみ）
。
スタンプが５個、１０個たまるとすてきな
記念品がもらえます。ぜひご参加ください。
【日時】７月２１日（金）～８月３１日（木）
【場所】印西市立図書館全館
【対象】３才～小学生
【申込】不要

－紫キャベツで酸性・アルカリ性を調べよう！－
【対象】小学４年生～６年生 【定員】各１６名（先着順）
【申込】7 月５日（水）午前９時からそうふけ・小倉台
図書館各窓口または電話で受け付け。

＜そうふけ図書館＞
【日時】７月２２日（土）午前１０時～１１時５０分
【場所】ふれあい文化館 ２階 調理室
【問合せ】そうふけ図書館（℡４５－２５６６）

＜小倉台図書館＞
【日時】７月２５日（火）午前１０時～１１時５０分
【場所】中央駅前地域交流館 １号館２階 調理実習室
【問合せ】小倉台図書館（℡４７－５５１１）
※両日とも同じ内容の講座になります。
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ＤＮＡわくわく実験講座

理科の自由研究サポート講座

＜小倉台図書館＞

＜そうふけ図書館＞
理科の自由研究。テーマやどうまとめたらいいか
悩んでいませんか。
この講座に参加して、きみもサイエンティスト！
【日時】７月２９日（土） 午前 10 時～
【場所】ふれあい文化館 ２階 視聴覚室
【対象】小学校５・６年生、中学生
【定員】２０名（親子同伴可）
【講師】松田 治久氏（元市内中学校理科教師）
【申込】７月８日（土）午前９時より
そうふけ図書館窓口または電話にて受付
【問合せ】そうふけ図書館（℡４５－２５６６）

図書館探検隊

「自分の細胞かんさつ！」
お口の中の細胞を、特別な顕微鏡などを使って
観察する実験を行います。
自由研究のヒントにも！
【日時】８月４日（金） 午前 10 時～1２時
【場所】中央駅前地域交流館 １号館２階 工芸室１
【対象】中学生～一般
【定員】１６名（先着順）
【講師】かずさＤＮＡ研究所員
【申込】７月２日（日）午前９時より
小倉台図書館窓口または電話にて受付
【問合せ】小倉台図書館（℡４７-５５１１）

―夏休みの思い出に図書館の仕事を体験してみませんか－

今年も夏休み期間中に小学生を対象に全館で実施します。詳しくはポスター・チラシ・ホームページ
等でお知らせします。

児童特別展示

図書館クイズ

４月１日（土）～５月１２日（金）

４月２１日（金）～５月１２日（金）

＜大森図書館＞

＜小林図書館＞

「こどもの読書週間」に合わせて、今年
は「としょかんどうぶつえん」をテーマに、
さまざまなどうぶつが登場する絵本やおは
なしをあつめて展示しました。かわいいど
うぶつの表紙をみて、たくさんの子どもた
ちが手に取ってくれました。

今年もサイコロを振って問題を解きながらゴールを目指
す、すごろくにしました。例年通り児童の閲覧机・椅子を児
童展示コーナー前に移動し、クイズのヒントとなる資料をす
ぐ手に取れるようにしました。
サイコロの出た目の数で一喜一憂する姿や、「むずかしい
コース」「かんたんコース」どちらに進むか悩む様子がとて
も可愛らしく映りました。低学年には少々難しい問題もあり
ましたが「おもしろい！」「またやりたい！」という声も聞
こえ、嬉しく思いました。

図書館検定
４月２１日（金）～５月１２日（金）

＜そうふけ図書館＞

＜小倉台図書館＞
今年は、
「ガラポン チャレンジ」と題
して、4 種類ある問題のどの問題を解く
か、ガラポンを回して決めてもらいまし
た。レアな「スペシャル問題」の玉が出
るかみんな真剣勝負！問題を解いた後に
もらえる認定シールも大好評で、子ども
達の笑顔に職員もとても嬉しくなりま
した。

今年は、ＡとＢの２種類の問題を用意しました。
どちらも難しさは同じくらいでしたが、子どもたちは並べ
てあるヒントの本を広げて、全問正解をめざし A にも B に
もチャレンジしてくれました。
全問正解の子どもたちが、とても誇らしげに金色のシール
を優秀賞のだるまカードの片目に貼る姿が、とても微笑まし
かったです。
またお友だちと一緒に本を借りに来てくださいね。
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～図書館員のおすすめ本～
「空想科学読本」シリーズ

柳田

理科雄／著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（記号：４０４ヤ）

「ドラえもん」の四次元ポケットの中はどうなっているのだろう？
サンタクロースはどうやってプレゼントを配っているの？
映画「君の名は。
」みたいに男女の入れ替わりって実際に起こったらどうなる？
誰もが一度は疑問に思ったことに答えてくれるのがこの本。漫画、アニメ、特撮、
昔話から、はては古典や文学作品まで。ちょっとした疑問に対して科学的に検証し
ていくと、まさかの結果が！
「夢を壊してベストセラー」というキャッチコピーの通り、この本は２０年間に
わたり様々な疑問を解決してくれた笑いと希望が詰まった本なのです。
「アンパンマ
ン対仮面ライダー」など劇中では実現しない対決も、この本の中では可能。むしろ
夢が広がります。現在 17 巻まで出版されています。
ジュニア版もあるので、ぜひ親子で笑える空想科学の世界を語り合ってみてはい
かがでしょう？予想の斜め上をいく驚きと爆笑の結果があなたを待っています。

資料名

著者名

請求記号

江戸の旅人書国漫遊

杉浦 日向子

019 ス

美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し

美篶堂

022.8 ミ

ばあちゃん助産師（せんせい）１０歳からの子育てよろず相談

坂本 フジヱ

379.9 サ

洗車のテクニック＆メンテナンス

カーケアジャパン／監修

537.7 セ

母から子に伝えたい持たない四季の暮らし

マキ

590 マ

世界の郷土菓子

郷土菓子研究社・林周作

596.6 ハ

わたしの好きな子どものうた

安野 光雅

726.5 ア

世界一やさしい海釣り入門

西野 弘章

787.1 ニ

貘の耳たぶ

芦沢 央

Ｆアシ

諦めない女

桂

Ｆカツ

団塊の後

堺屋 太一

Ｆサカ

ＢＵＴＴＥＲ

柚木 麻子

Ｆユズ

エリック・カールのイソップものがたり

エリック・カール

Ｅカ

かさちゃんです。

とよた かずひこ

Ｅト

オールカラー楽しく覚える！都道府県

長谷川 康男／監修

児童 291 オ

望実

※この他にもたくさん入りました。各図書館の新刊コーナーをご覧ください。

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
そうふけ図書館 ・・・45-2566
印 旛 図 書 館・・・80-3850

作成中
小 林 図 書 館・・・97-0005
小倉台図書館・・・47-5511
本 埜 図 書 館・・・97-3210
‐４‐

