としょかん
つうしん
蔵書点検を
実施します。
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２月７日（月）から２月１４日（月）ま
で、印西市立 図書館全館 で 蔵書点

検を行います。このため図書館はお休みします。
「蔵書点検」とは、図書館の図書や雑誌、視聴覚資料といった全ての資料の所在を調べる作業

です。市内 6 館の図書館の棚にある約５０万点もの資料を、ノートパソコンや小型の専用機を
使って、きちんと所定の位置にあるかどうか照合しなければならないので、どうしても長期間
図書館をお休みしなければなりません。
みなさまにはご不便をおかけしますが、書架を整理し、よりよい状態でご利用いただくため
必要な作業ですので、ご理解ご協力をお願いします。
※蔵書点検に伴い１月２５日（火）より貸出期間の変更があります。詳しくは各図書館の掲示板
や図書館ホームページでご確認下さい。

利用者懇談会を印旛図書館で開催します。
2/5

「図書館利用者懇談会
開催について（印旛図書館）」

12/４

身近で利用しやすい図書館を目指すため開
催します。印旛図書館では初の開催です。
これからの図書館について一緒に話しませ
んか？ぜひ、お気軽にご参加ください。
□日時：２月５日（土）
午前１０時半～正午
□会場：ふれあいセンターいんば
□申込不要
□問合せ：印旛図書館（℡80-３8５０）

国民読書年＆
小倉台図書館
開館 10 周年
記念事業

「図書館利用者懇談会報告
（そうふけ図書館）」

合併後、印西市６館体制での初めての懇談会
でした。参加された方は、実際に調べ物などで
大森図書館や小倉台図書館も利用されていて、
いろいろなご意見を伺うことができました。図
書館側が困っていることも、聞いていただくこ
とができました。今回伺った率直な意見を受け
止め、より利用しやすい図書館を目指していき
たいと思います。

小倉台図書館では、読書週間にあわせ、記念
冊子『読んでみて！図書館員のお気に入りの
１冊』と『おはなし会のえほんたち』を発行
し、『お気に入りの 1 冊』に掲載された本の
展示を行いました。普段手に取らないジャン
ルの本にも出会っていただけたと思います。
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楽しかったね！行事報告

読書週間記念企画を開催しました。

１０月２７日から１１月９日までの読書週間にあわせて次の企画を実施しました。
11/７
「パパのための読み聞かせ講座」
少ない参加者でしたが、実際にお母さん、お父さんに赤ちゃんへの読み聞かせを
してもらい、直接赤ちゃんの反応を見ることもできて、とても喜んでもらうことが
できました。

11/14
「絵本人形作り

そらまめくんのベッドを作ろう」

一枚のカラー軍手が短時間の作業で、かわいらしい「そらまめくん」の人
形へと変わっていく過程を、参加者は驚きと共に楽しんでくれたようです。
参加者は、最初は軍手の手首の部分を使ってのベッド作りに少々手間取り
ましたが、指の部分を使っての人形作りになってからは、そのかわいらしさ
に針がどんどん進んでいきました。家に帰ってからももっと作りたいと皆意
欲満々でした。

合併記念事業「新市を知ろう（郷土史講座）を開催しました。
合併により新しい市となり、自分の住む地域や市内の他の地域への理解を深めることにより、より一層新し
い市に愛着を持ってもらうための事業として、市内各図書館を中心とした地域の郷土史講座を行いました。
本年度は大森・小倉台・印旛の各図書館を会場に各地域の郷土史についての講座を開催しました。

11/18・25
「水辺の文学フィールドを遊歩する（木下・大森地区の巻）」
大森図書館では、「水辺のインフォメーション館」と共催で事業を行い、館
の主宰者である佐藤純夫氏を講師に迎え、木下・大森地区の一部を対象に、主
に江戸時代後期から近代までの時代に創作された文学作品を通し、地域の変遷
の経過を１日目は講義、２日目はフィールドワークを行い学びました。
ニュータウン地域とは違う街並みや裏路地、古い看板などを通して、町の歴
史に触れられた事業でした。

12/５
「印西地方の民話と歴史探訪（小倉台編）」
この講座の前半は、市の学芸員を講師に迎え、小倉台周辺の、木苅峠（きか
りびょう）遺跡や光堂などの歴史についての講義を行い、後半は「そうふけっ
ぱらのきつね」
「光堂の竜」などの民話を紹介しました。郷土史を勉強されてい
る方も、民話の読み聞かせは新鮮だったようで、喜んでもらえました。
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12/12
「印西地方の民話と歴史探訪（印旛編）」
この講座では、印旛地区が登場する民話「そうふけっぱらのきつね」
と「お鶴とこま犬」を紹介し、このお話が生まれた時代の歴史的背景
を中心に講師の方が解説しました。地元に伝わるものですが、知らな
いことも多く、改めてこの地域のことを知るきっかけとなったようで
す。
また、印旛地区のことが書かれている郷土資料も紹介すると、講座
終了後すぐに借りる方があり、郷土史に関して興味を持っている方が
多いこともわかり、うれしく思いました。

にぎやかだったよ、クリスマス会
１２月に大森・小林・小倉台・本埜の各図書館でクリスマス会を開催しました。パネルシアターやおはな
しなど様々な企画を行いました。

12/５

☆小林図書館☆

人形劇、大型紙芝居やすばなしなど８つの演目を行い、親子連れなどの参
加者に、静かに話をきいてもらったり、一緒に歌を歌ってもらったりして、
楽しんでもらいました。小学生の子ども達が演じ手で参加して、場を盛り
上げてくれました。最後にサンタさんから早めのクリスマスプレゼントを
もらい、子ども達は喜んで帰りました。

12/11

☆大森図書館☆
エプロンシアター、ブラックシアター、ペープサートなど盛りだくさん

の内容でした。参加者は 74 人で、幼児とその保護者という組み合わせの参加
が目立ちました。今年はサンタクロースの登場もあり、子どもたちは大変うれ
しそうでした。約 80 分間という長めの会でしたが、皆、最後まで楽しんでく
れました。

12/18

☆本埜図書館☆
いつものおはなし会とは違い、パネルシアターや手品、工作など、内容
も盛りだくさんで、参加してくれた子どもたちと一緒に楽しいクリスマス
会にすることができました。特に工作を作ることを楽しみにしてくれてい
た子どもたちが、早くから図書館に来て、ワクワクした様子で始まるのを
待っていた姿が、とても印象に残るクリスマス会でした。

12/18

☆小倉台図書館☆
うた、エプロンシアター、ブラックシアター、パペットシアターなど

を行いました。参加者は子どもだけで 50 人以上で大賑わいでした。今年はサ
ンタクロースが登場しプレゼントを配ってくれたので、子どもたちは大変うれ
しそうでした。途中休憩をはさんで約１時間半と長かったですが、最後まで楽
しんでもらいました。
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11/27-28
その他
行事
報告

「小林図書館ブックリサイクル」

両日とも天気に恵まれ、１日目は午前１０時の開場とともに、待
っていた２０人程の方がどっと会場に入り、中はにぎわいました。
「小林コミプラまつり」と同時開催したためか、お年寄りからお
子さんまで様々な方が来場され、保存期限が過ぎた雑誌や、寄贈
された一般書・文庫本・文学全集等をお持ち帰りになりました。

図書館
人気の本
（平成 23 年１月１３日現在）
今回１位の「もし高校野
球の～」の舞台である
「東京都立程久保高校」
は実在しませんが、「程
久保駅」（多摩都市モノ
レール線・東京都）は実
在します。

①

もし高校野球のマネージャーがドラッ
カーの『マネジメント』を読んだら

岩崎

②

小暮写真館

宮部 みゆき／著

③

プラチナデータ

東野

④

夜行観覧車

湊 かなえ／著

⑤

１Q84（BOOK３）

村上 春樹／著

⑥

ＫＡＧＥＲＯＵ

斎藤

⑦

カッコウの卵は誰のもの

東野 圭吾／著

⑧

１Q84（BOOK１）

村上 春樹／著

⑨

天地明察

冲方 丁／著

⑩

あんじゅう（三島屋変調百物語事続）

宮部 みゆき／著

夏海／著

圭吾／著

智裕／著

※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お待ちいただく場合があります。ご
了承ください。
※上記の本で不要になったものがありましたら、ぜひ図書館にご寄贈ください。

おはなし会においでよ！
図書館では定期的におはなし会を
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、楽しいおはなしをご用意
してお待ちしております。ぜひお気軽
にお越しください。
※都合により日程を変更することが
ありますので、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
（児童館）

月１回開催。日程については印旛図
書館（℡80-3850）まで。

お問い合わせなどは、
下記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
★ 小倉台図書館
★ 印旛図書館

・・・
・・・

編集後記
・都合により、今回「やさしい著作権講座」は休載
します。もうしわけありません。
・１月に入ると暦の上でも「大寒」を迎え本格的に

45-2566

寒くなります。ネコはこたつで丸くなる、そうです

47-5511

・・・

80-3850

★ 本埜図書館 ・・・

97-3210

が、私もこたつで丸くなって、気持ちよく寝過ごし
て風邪をひかないようにしたいです。（Ｉ）

‐４‐

