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やさしい著作権講座その①

「著作権」ってなんですか？

最近、よくニュースなどで「著作権」という言葉を耳にすることが多いかと思いますが、
それでは実際に「著作権」って何？ ときかれたとき、はっきりと答えられるでしょうか？
図書館にある本には、それぞれ書いた人や団体がいます。本に収められた作品を「著作物」
といい、作った人のことを「著作者」といいます。これは文字に限らず、写真や音楽、映
像なども全て「著作物」にあたります。
「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています（著作権法第 2 条第 1 項第 1
号）。つまり、著作物は、著作者の考えや思いを込めて作られたもの
で、それを勝手にコピーして配ったり、形を変えてしまったり、マネ
されてしまっては著作者としては大変困ってしまいますね。そのた
め、著作者がそういったことを禁止する権利として「著作権」があ
り、それを守るために「著作権法」という法律があるのです。
次の回では、もうちょっと具体的に「著作物」に該当するもの、し
ないものについてお話したいと思います。

★ 年末年始のお休み ★
１２月２８日（日）から 1 月５日（月）まで

図書館では

年末年始のお休みとさせていただきます。
この期間中はなるべくブックポストのご利用をお控えいただき、返却期限内の
図書館開館日に直接図書館カウンターまで返却していただけますよう、よろしく
お願い致します。
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図書館・これからの催し
★★ ★

クリスマス会

★

★
★

♪ジングルベ〜ル、ジングルベ〜ル…
ということで、やってきました、クリスマス・シーズン！
友達や家族で過ごすクリスマスもいいけれど、今年はおおぜいで楽しめるクリスマス会に
参加してみてはいかがでしょうか？

★ 大森図書館 ★

★ 小林図書館 ★

日時：１２／１３（土） １０時半から
※１０時から会場に入れます。
場所：印西市文化ホール 2 階 多目的室
対象：3 歳から小学 3 年生くらいまで
定員：１００人（当日先着順です。
）
※入場無料です。
内容：大型絵本の読み聞かせやパネルシアター
お問合せ：大森図書館 ℡４２−８６８６
♪楽しいお話を用意してお待ちしています！

日時：１２／１３（土） １１時から
※１０時５０分から会場に入れます。
場所：小林コミュニティプラザ １階 遊戯室
対象：3 歳から小学３年生くらいまで
定員：５０人（当日先着順です。）
※入場無料です。
内容：大型絵本の読み聞かせやパネルシアター
お問合せ：小林図書館 ℡９７−０００５
♪ゆかいなお話と小さなプレゼントがありま
す。お楽しみに！

★ 小倉台図書館 ★

★★

日時：１２／２０（土） １０時半から
※１０時から会場に入れます。
場所：小倉台図書館 集会室
対象：3 歳から小学 3 年生くらいまで
定員：５０人（当日先着順です。）
※入場無料です。
内容：大型絵本の読み聞かせやパネルシアター
お問合せ：小倉台図書館 ℡４７−５５１１
♪毎月行っているお話し会とは違った出し物を
用意しています。おおぜいで楽しむ絵本の世界
をぜひ体験して下さい。

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。紙芝居や大きな絵本、季節や行事
にぴったりのおすすめ絵本など、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！
※事情で日程が変更になることもあります
ので、各図書館にお問い合わせ下さい。
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大森図書館
（おはなし室）
小林図書館
（遊戯室）
そうふけ図書館
（おはなしのへや）
小倉台図書館
（おはなし室）

第２・４土曜日
午後 3 時〜
第４土曜日
午後 3 時〜
第 1〜4 土曜日
午後 3 時〜
第１・３木曜日
午後 3 時半〜

楽しかったね！〜行事報告〜
ブックリサイクル
（大森・そうふけ図書館）
−大森図書館−
大森図書館のブックリサイクルは、毎年『印西よか
っぺ夢まつり』にあわせて開催していましたので、だ
いぶ皆さまに浸透してきたようです。
午前 10 時の開始時間前には文化ホールのエントラ
ンスで待つ方々であふれていました。
たくさんの方にお持ちいただき、開始から 2 時間ほ
どでほとんどの本がなくなりました。リサイクル率も
91.3％と今までの中で一番の利用となりました。
（10 月 19 日（日）実施）

−そうふけ図書館−
そうふけ図書館では、ふれあい文化館祭りに合わせブックリサイクルを行いました。１日目
は、オープン前にたくさんの利用者の方が待っている状態でした。旅行のガイドブックを中心
に多くの本がリサイクルされました。
（11 月 15 日（土）・16 日（日）実施）

利用者懇談会（大森図書館）
８名の参加がありました。図書館の概要・選書基準・
レファレンスの充実・開館時間などについて、活発な意
見交換ができました。貴重なご意見も多々いただきまし
たので、今後の図書館運営に活かし、より身近で利用し
やすい図書館を目指していきたいと思います。
（１０月２５日（土）実施）

図書館

①

流星の絆

東野

圭吾／著

②

ホームレス中学生

田村

裕／著

人気の本

③

ガリレオの苦悩

東野

圭吾／著

④

聖女の救済

東野

圭吾／著

⑤

告白

湊

（平成２０年１１月２８日現在）

⑥

ハリー・ポッターと死の秘宝（上下）

J.K.ローリング／著

⑦

おそろし

宮部

みゆき／著

⑧

夢をかなえるゾウ

水野

敬也／著

⑨

東京島

桐野

夏生／著

⑩

ゴールデンスランバー

伊坂

幸太郎／著

東野作品、
相変わらずの人気

かなえ／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わたりお待ちいただくことになります。ご了承下さい。
♪上記のうち、ご自宅に不要になった本がございましたら是非図書館にご寄贈ください！

-3-

この本、
おすすめです！

月日のたつのは早いもので、もうすぐ
2009 年が訪れようとしています。
ゆったりとしたお正月を迎えるために
は、大晦日まで慌しく準備をしなくてはな
りませんね。今回は、そんな時の手助けに
なるような本を紹介します。

消しゴムはんこ。で年賀状
津久井 智子／著 （主婦の友社）

この本、
おすすめです！

今さら聞けないお掃除の基本

ご無沙汰している友人
の顔を思い浮かべながら
書く年賀状。今年は消し
ゴムはんこでオリジナル
の年賀状を作ってみては
いかが？
独特の味のある年賀状
ができますよ。

花島 ゆき／絵 （枻出版社）
かわいらしいイラスト
と手書きの文字で、お掃
除のテクニックを教えて
くれる本。日頃のお手入
れから大掃除まで、とて
も役にたつ 1 冊です。
今年の汚れ、今年のうち
に！

やさしいおせち＆お正月つまみ
近藤 史恵／著 （主婦の友社）
今年はがんばって家で
おせち料理を作ってみま
せんか？ 1 日で出来る
おせち料理の作り方や材
料リスト、タイムテーブ
ルなんかも載っていて、
とても親切で分かりやす
い本です。手早く作れる
おつまみなども載ってい
て便利な本です。

年中行事コツのコツ（全４巻）
（リブリオ出版）
このシリーズでは日本
のさまざまな季節ごとの
行事のしきたりを大きな
イラストを交えて分かり
やすく説明しています。
1 巻目は「新年のしきた
り」、４巻目は「秋から冬
のしきたり」として大晦
日のことが書かれていま
す。
★表紙画像は出版社に許諾を得て掲載しております。

編集
後記

図書館についてのお問い合わせは、
もよりの図書館まで！
★
★
★
★

ついこの間まで、暑くて汗ばんで
いたと思っていたのに、ある日い
きなり寒さが襲ってきました。
改めて景色を見ると、木々の色は緑から黄色
や赤になっていて、冬の到来を予感させてい
ます。街ではクリスマス・ソングが流れてい
ます。そろそろ来年の手帳を買わないと…。
ということで、今年ももうすぐ終わりです。
良いお年を！（←気が早い？） （Ｔ・Ａ）

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
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