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（平成２２年 11 月）
編集・発行 印西市立大森図書館
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合併記念事業

「新市を知ろう（郷土史講座）」を開催します。
今回合併した印西市、印旛村、本埜村の各地域のことを皆さんに知ってもらうた
めに、郷土史講座を開催します。今年度は大森・木下地区、千葉ニュータウン地
区、印旛地区で開催する予定です。皆様のご参加をお待ちしております。

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）
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て、自然環境や先人たちの暮らしぶりなど
時代の移り変わりを見つけませんか。
○講話…11 月 18 日（木）午前１０時～正午
○フィールド散策：11 月 25 日（木）午前９時 30 分～午後 0 時３０分
◆開催場所…印西市文化ホール

◆対象…成人

◆定員…２０人

◆参加費…１００円（保険料）

◆共催・講師…佐藤純夫氏（水辺の文学インフォメーション館）
◆申込方法…10 月 16 日（土）午前９時から大森図書館（℡：42-8686）に電話または窓口で。

12/5

『印西地方の民話と歴史探訪（小倉台編）
』

12/12

今まで知らなかった印西の民話や伝説、昔の千

『印西地方の民話と歴史探訪（印旛編）
』

印西地方に伝わる民話と、その舞台となった印

葉ニュータウンの様子について触れませんか。

旛地区の歴史を学びませんか。

○日時…12 月５日（日）午前１０時～正午

○日時…12 月 12 日（日）午前１０時～正午

◆場所…小倉台図書館集会室

◆場所…ふれあいセンターいんば

◆対象…成人

◆対象…成人

◆定員…２０人

◆定員…２０人

◆申込方法…11 月 16 日（火）午前９時から小

◆申込方法…11 月 16 日（火）午前９時から印

倉台図書館（℡：47-5511）に電話または窓口

旛図書館（℡：80-3850）に電話または窓口

で。

で。
‐１‐

やさしい著作権講座８

「調査研究が目的の場合コピーできます」

‐著作権法第３１条のポイント②‐

前々号（５６号）では、著作権法第３１条で複製（コピー）が図書館でできるポイントとして
次の４点をあげました。
１
２
３
４

（複製（コピー）できる資料は）図書館の資料であること。
（利用者の求めに応じて）図書館で複製（コピー）することができる。
調査研究が目的であること。
複製できるのは著作物の一部分であること。

今回はこの項目の２から説明します。

２

図書館で複製（コピー）することができる。

図書館において、図書館利用者が複製（コピー）を希望する資料が図書館の資料であるなどの条件を満たせ
ば、図書館は著作物の複製（コピー）を行い、利用者にその複製物（コピー）を提供できるということです。
なお、印西市立図書館では各図書館でコピーを申込むことができます。

３

調査研究が目的であること。

図書館で利用者が図書館の資料を複製（コピー）できるのは、調査研究の目的で行う場合であるということ
です。この調査研究とは、例えば宿題などで調べごとをするという軽易な調査研究の場合でもあてはまる、と
いう解釈があります。

（つづく）

図書館
人気の本
（平成２２年１０月２４日現在）
９位の宮部みゆき著
の『あんじゅう』（中
央公論新社）は、『お
そろし』（角川書店）
の続編にあたります。

①

夜行観覧車

湊 かなえ／著

②

小暮写真館

宮部 みゆき／著

③

プラチナデータ

東野

④

カッコウの卵は誰のもの

東野 圭吾／著

⑤

１Q84（BOOK３）

村上 春樹／著

⑥

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

⑦

１Q84（BOOK１）

村上 春樹／著

⑧

天地明察

冲方 丁／著

⑨

あんじゅう（三島屋変調百物語事続）

宮部 みゆき／著

⑩

新参者

東野 圭吾／著

圭吾／著

夏海／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。

＜お知らせ＞「ブックリサイクル」を小林図書館で行います。
寄贈図書や保存期限を過ぎた雑誌や図書のリサイクルを行います。詳しくは館内ポスターで。
◇日時；11 月 27 日（土）午前１０時～午後５時・28 日（日）午前９時～午後３時
◇場所：小林公民館

◇問合せ･･･小林図書館（℡：97-0005）

‐２‐

図書館・これからの催し
としょかんのクリスマス会
１２月に各館でクリスマス会を開催します。パネルシアターや絵本の読み聞かせなどいろ
いろな企画を用意しています。ぜひお越しください。
なお、参加対象は全館３才から小学３年生くらいまでです。申込不要です。お問合せは各
図書館までお願いします。

12 月

☆小林図書館☆
時間：午前 11 時から

５日
（日）

場所：小林公民館

12 月

☆小倉台図書館☆

18 日
（土）

12 月

11 日
（土）

定員：５０名
内容：パネルシアター、
大型紙芝居など。

時間：午前 10 時 30 分から
場所：小倉台図書館
定員：５０名
内容：ブラックパネルシアタ
ー、絵本の読み聞かせなど。

12 月

18 日
（土）

☆大森図書館☆
時間：午後２時から
場所：文化ホール
定員：100 名
内容：パネルシアター、大型絵
本の読み聞かせなど。

☆本埜図書館☆
時間：午前 10 時 30 分から
場所：本埜ファミリア館
定員：４０名
内容：パネルシアター、絵本の
読み聞かせなど。

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。

今年は国民読書年です。
‐３‐

読書週間記念企画
１０月 27 日（水）から 11 月９日（金）まで「第６４回読書週間」を迎えます。図書館では、
この期間に絵本などに親しめる企画を用意しております。皆様の参加をお待ちしております。

11/7

11/14「

「パパのための
読み聞かせ講座」

子育て中のお父さん、絵本の読み聞かせを
してお子さんとスキンシップをとってみませ
んか？一緒に童心に返って絵本の世界を楽し
みましょう。

「絵本人形作り

そらまめくんのベッドを作ろう」
愛らしいキャラクターでロングセラー絵本
の「そらまめくんのベッド」の人形とベッドを
作りませんか。
○日時…11 月 14 日（日）
午前 10 時～正午

○日時…11 月７日（日）
午前 10 時～午前 11 時半

◆場所…小林図書館集会室

◆場所…小倉台図書館集会室

◆対象…一般成人（小学校高学年以上応募可能

◆対象…未就学児のお子さんを持つお父さん

です。）

◆定員…先着１０名

◆申込方法･･･11 月２日（火）午前９時から

◆申込方法･･･10 月 16 日（土）午前９時か
ら小倉台図書館（℡：47-5511）に電話ま
たは窓口で。

＜小倉台図書館１０周年＋

◆定員…先着８名

小林図書館（℡：97-0005）に電話または窓
口で。

<お知らせ>

読書の秋、図書館利用者懇談会に参
加しませんか。

国民読書年記念企画＞

「読んでみて！

身近で利用しやすい図書館を目指し、利用者懇談

図書館員お気に入りの１冊」
小倉台図書館では、読書週間に図書館員がお
勧めする１冊を館内に展示します。
また、小倉台図書館で行っているおはなし会

会を開催します。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：12 月４日（土）午前 10 時半～正午
◆会場：ふれあい文化館 2 階会議室

で読んだ本の中から選んだおすすめリストも刊

◆申込：不要

行中ですのでご期待ください。

◆問合せ：そうふけ図書館（℡：45-2566）

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
★ 小倉台図書館
★ 印旛図書館

・・・
・・・

りそうなので、体調にはお気をつけください。
図書館では読書週間を迎えて、さらに年末まで

47-5511
80-3850

★ 本埜図書館 ・・・

97-3210

１０月に入り、涼しくなり日が暮れるのが早くな
ってきました。これから、急に気温が変わる日があ

45-2566

・・・

編集後記

様々な催しを開催する予定です。催しへの皆様の参
加をお待ちしております。この機会に読書に親しん
でみませんか。

‐４‐

（Ｉ）

