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夏休みは図書館へ

～オリンピックに向けて～

来年の今頃は、いよいよ東京オリンピック・パラリンピック！
開会式や閉会式でもスポットがあてられる、世界の文化・民族に関する本をご紹介します。

『世界の愛らしい子ども民族衣装』
『世界の美しい色の祭り』
渡部 隆宏/著
エクスナレッジ
世界のお祭りを色別に章立
て、見開き 1 ページごとに
紹介しています。民族や文
化によって色の意味合いが
異なる点は興味深いところ
です。トラベルポイントの
掲載もあり、ガイドブック
としても使えます！
（所蔵館/小林）

国際服飾学会/監修
エクスナレッジ
クローゼットが、似たデザインの
黒・白・グレーの服で一杯になって
いませんか？そんな方にぜひおす
すめしたい本です。とても斬新な色
合わせの衣装、伝統に裏打ちされた
刺しゅうやモチーフ、アクセサリー
は、新たなインスピレーションを与
えてくれます。そして何より子ども
たちの笑顔に癒される写真集です。
（所蔵館/本埜）

‐１‐

『地球のごはん』
ピーター・メンツェル他/著

ＴＯＴＯ出版
「世界 30 か国 80 人のいた
だきます！」というサブタイ
トルのこの本。世界各国で暮
らす、ごくふつうの人々の一
日の食事の詳細を、職業、ラ
イフスタイルなどと共に紹介
しています。
（所蔵館/そうふけ）

≪所蔵例≫

課題図書（全国・千葉県）
自由研究に役立つ本

『ワクワク！かわいい！
自由研究大じてん』
成美堂出版編集部／編
成美堂出版

所蔵：各館
※課題図書は貸出に制限あり

（所蔵館/印旛）

図書館では夏休みの課題図書（全国・千葉県）や自由研究に役立つ本などを所蔵していま
す。宿題や調べものは、ぜひ図書館をご利用ください。何かわからないことがありました
ら、お気軽に図書館職員にお尋ねください。また、この長い休みは、ゆっくり、じっくり
本を楽しめる良い機会です。皆さまのお越しをお待ちしています。
課題図書を借りられるのは市内に在住・在勤・在学の方のみです。
その他 8 月 2５日まで、貸出期間・冊数など、いくつか制限があります。
詳しくは図書館の HP をご覧いただくかお近くの図書館までお問い合わせください。

－第 65 回青少年読書感想文全国コンクール課題図書－
書

対象
小
学
校
低
学
年

名

魔女ののろいアメ
スタンリーとちいさな火星人
心ってどこにあるのでしょう？
もぐらはすごい
かみさまにあいたい

小
学
校
中
学
年

小
学
校
高
学
年

子ぶたのトリュフ

作
者
草野 あきこ／作
ひがし ちから／絵
サイモン・ジェームズ／作
千葉 茂樹／訳
こんの ひとみ／作
いもと ようこ／絵
アヤ井 アキコ／著
川田 伸一郎／監修
当原 珠樹／作
酒井 以／絵
ヘレン・ピータース／文
エリー・スノードン／絵
もりうち すみこ／訳

出版社
ＰＨＰ研究所
あすなろ書房
金の星社
アリス館
ポプラ社
さ・え・ら書房

そうだったのか！しゅんかん図鑑

伊知地 国夫／写真

小学館

ハチごはん

横塚 真己人／写真と文

ほるぷ出版

ぼくとニケ

片川 優子／著

講談社

かべのむこうになにがある？
マンザナの風にのせて
もうひとつの屋久島から

ブリッタ・テッケントラップ／作
ＢＬ出版
風木 一人／訳
ロイス・セパバーン／作
文研出版
若林 千鶴／訳
ひだか のり子／絵
武田 剛／著

※中学生向け、第 43 回千葉県課題図書も所蔵しています。
‐２‐

フレーベル館

これからのイベント
イベントタイトル・実施日等

概要

【全館】
夏休みブックスタンプラリー
実施中～9/1（日）

本を読んでスタンプを集めよう！

【印旛図書館】
夏のおはなし会
8/2（金）10:30～

場所：ふれあいセンターいんば ３Ｆふれあい広間
対象：幼児～小学校低学年くらい
定員：60人
申込み：不要
問合せ：印旛図書館（℡80-3850）

【大森図書館】
大人のおはなし会
9/22（日）14:00～

大人のためのおはなし会です。耳から入ってくる、
心地よいおはなしの世界を楽しんでみませんか。

対象：3才～小学生
問合せ：市内市立図書館

場所：印西市文化ホール １Ｆホワイエ
対象：一般
定員：50人
申込み：不要
問合せ：大森図書館（℡42-8686）
【大森図書館】
ブックリサイクル
10/5（土） 10:00～15:00

図書館で定める保存期限の過ぎた雑誌や、除籍した
図書・寄贈本などをお持ち帰りいただけます。冊数
制限はありません。なくなり次第終了となります。
ぜひご来場ください。
場所：印西市文化ホール １Ｆホワイエ
問合せ：大森図書館（℡42-8686）

大森図書館 大規模改修工事に伴う臨時休館のお知らせ
【休館期間】
2020 年 1 月 5 日（日曜日）～

2020 年 9 月 30 日（水曜日）

印西市立大森図書館は、印西市文化ホール及び大森図書館大規模改修工事に伴い、臨時休館
いたします。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどお願い
いたします。
※休館中、大森図書館のブックポストは使用出来ません。大森図書館以外の市内図書館へ
ご返却ください。
‐３‐

実施したイベントの
様子を Pickup して
お伝えします

イベント報告

ブックコート体験講座
【印旛図書館】

6 月２２日（土）

図書館の本には、本を保護する透明のフィルムが
かかっています。ご自宅の本に、このフィルムを
かける体験をしていただきました。少々難しい場
面もありましたが、みなさん大変熱心に取り組ん
でいただき、お持ちいただいた本をきれいに仕上
げることができました。

ブックリサイクル

6 月１日（土）

【小倉台図書館】

当日は晴天に恵まれ、開場前は外まで入場待ちの列が伸び、のべ３００名の方がご来場く
ださいました。冊数制限がなくなる１４時以降に再度来場された方もいて、多くの資料を
お持ち帰りいただけました。

マガジンラック
～各館所蔵の雑誌を 1 冊とりあげてご紹介します～
タイトル：Casa BRUTUS
刊行頻度：月刊
出版社：マガジンハウス
所蔵館 ：小倉台図書館
＜おすすめポイント＞
SNS に出てくるような、オシャレな暮らしをしてみませ
んか？「Casa BRUTUS」は、オシャレな暮らしのヒン
トがたくさん詰まったライフスタイルマガジンです。イン
テリア、食、デザイン、旅行、アートなどのキーワードが
気になる方、暮らしを素敵にしたい方はぜひ手に取ってみ
てください。

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

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

