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「芸術の秋」です…

絵画を鑑賞しよう！
印西市立大森図書館では、県内の図書館の中でも珍しい「複製絵
画」の貸出しを行なっています。皆さまはご利用になったことがあ
りますか？
ゴッホやルノワール、モネなど、
美術の教科書などでもお馴染みの
有名な名作の複製絵画をご自宅に
置いて、ゆったりと美術鑑賞などはいかがでしょうか？ ま
た、趣味などで絵を描かれている方は、模写の対象としても
いいかもしれませんね。
「芸術の秋」にちなんで、是非ご活用ください！
※ 複製絵画の貸出点数は一人 2 点まで、期間は 4 週間です（延長は出来ません）。
※ 複製絵画の貸出・返却は大森図書館のみです（予約は全館で受け付けます）。

10/27〜11/9 は

「読書週間」のはじまりは、昭
和 22 年、まだ戦火の傷跡が残っ
ているとき、
「読書の力によって、
平和な文化国家を作ろう」という
決意をひとつに、出版社や取次会
社、書店と公共図書館が力を合わせ、さらに新聞・放送のマスコミ機関の
協力のもとに、第 1 回「読書週間」が開催されました。
是非この機会に、本を手にして、読書の素晴らしさや楽しさを味わいま
せんか？

読書週間です！

▲「読書週間」ポスター
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楽しかったね！〜行事報告〜
図書館探検隊

大森図書館

毎年恒例の「図書館探検隊」
。今年も市内
図書館３館で実施しました。いい夏休みの
想い出になったかな？

午前の部、午後の部各１０名ずつの参加が
ありました。本の掃除やカバーかけ、配架に
カウンター業務と盛りだくさんの体験をみな
楽しそうにやってくれました。カウンターで
は時間によってお客様が来ない時もあり、ち
ょっと物足りなかったようです。

そうふけ図書館

（７月３１日実施）

そうふけ図書館では、５人の小学生が図書
館探検隊に参加しました。初めは緊張してい
たカウンター業務も最後には慣れてきたよう
です。配架作業もとても早く、すぐに終わっ
てしまいました。来年もま
た参加しますと話してい
た子ども達もいましたの
で、来年は多少内容を変え
て行ないたいと思います。
（８月２１日実施）

小倉台図書館
今年の小倉台図書館の探検隊では、８人の市内小学生
が半日図書館員を体験しました。毎年人気なのは、
「かり
るところ」
「かえすところ」に座って本のバーコードをな
ぞるカウンター業務。全ての日程が終了した後に書いて
もらったアンケートには「面白いけど意外と大変」とい
った感想が多く、図書館の仕事の楽しさと大変さを分か
（8 月１４日実施）
ってもらえたようです。

こどもの郷土史講座
（大森図書館）
中央公民館社会教育指導員の宿城先生に木下地
区にある『岩井家住宅主屋』や『吉岡まちかど博物
館』等を案内していただきました。
ふるさと案内人協会の方にもご協力をいただき
一緒に歴史散策を行ないました。が、この日はもの
すごく暑い日で先生も参加者も汗だく、ヘロヘロで
（8 月 7 日実施）
した。
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図書館・これからの催し
ブックリサイクル

利用者懇談会

（大森・小林・そうふけ図書館）

（大森図書館）

保存期限を過ぎた雑誌や
図書のリサイクルを行いま
す。もしかしたら掘り出し物
があるかもしれませんよ。
是非お立ち寄りください！

皆様にとってより身近で利用しやすい図書館
を目指して、懇談会を開催します。
これからの印西の図書館について一緒に話し
てみませんか？ 事前の申し込みは不要ですの
で、ぜひお気軽にご参加ください！
＜日 時＞ １０月２５日（土）
午前１０時半から正午まで
＜場 所＞ 文化ホール ２階 大会議室
＜問合せ＞ 大森図書館（℡42‑8686）

−大森図書館−
＜日

時＞

＜場 所＞
＜問合せ＞

１０月１９日（日）
午前１０時から午後３時まで
文化ホール １階 ホワイエ
大森図書館（℡42‑8686）

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なっ
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！

−そうふけ図書館−
＜日

時＞

＜場 所＞
＜問合せ＞

１１月１５日（土）
午前９時から午後５時まで
１１月１６日（日）
午前９時から午後３時まで
そうふけ図書館入口
そうふけ図書館（℡45‑2566）

−小林図書館−
＜日

時＞

＜場 所＞
＜問合せ＞

１２月６日（土）・７日（日）
両日とも午前９時から午後５時まで
小林図書館入口
小林図書館（℡97‑0005）

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〜

※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。

図書館

①

ホームレス中学生

田村

裕／著

②

流星の絆

東野

圭吾／著

人気の本

③

ハリー・ポッターと死の秘宝（上下）

J.K.ローリング／著

④

おそろし

宮部

みゆき／著

⑤

東京島

桐野

夏生／著

（平成２０年 9 月 26 日現在）

⑥

夢をかなえるゾウ

水野

敬也／著

⑦

ゴールデンスランバー

伊坂

幸太郎／著

⑧

ダイイング・アイ

東野

圭吾／著

⑨

食堂かたつむり

小川

糸／著

⑩

のぼうの城

和田

竜／著

トップ３は
前号と変わらず！

♪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！
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ようやく蒸し暑い夏が過ぎ去り、やっと秋が
到来しましたね。
昨年のこのページの特集は「食欲の秋」。今
年はなんの秋にしようかなぁ…？ そうだ！
今年はオリンピックもあったことだし、
「スポ
ーツの秋」にちなんで、スポーツを取り上げ
た小説をご紹介します！

この本、
おすすめです！
１９分２５秒
引間 徹／著 （集英社）

この本、
おすすめです！

ファイアボール・ブルース

深夜の公園で、オリン
ピック記録を上回る速さ
でトレーニングをする謎
の競歩ランナー。しかも、
片足は義足。偶然、彼を
見かけた主人公がその姿
に触発され、競歩という
競技の世界へと誘われて
いきます。独特のテンポ
感のある作品です。

桐野 夏生／著 （集英社）
女子プロレスを題材に
したミステリ。
「ファイア
ボール」の異名を持つ最
強プロレスラー火渡と、
その付き人の近田のコン
ビが火渡と対戦した外人
選手の失踪事件の謎を追
う、というストーリー。
近田の成長物語でもあり
ます。

サクリファイス
近藤 史恵／著 （新潮社）
日本ではマイナーとい
える自転車レースを描い
た作品です。自転車レー
スには「エース」と「ア
シスト」という役割があ
り、この作品は、
「エース」
である重圧から逃れて、
あえて「アシスト」の立
場を選んだ主人公の物語
です。

スタジアム虹の事件簿
青井 夏海／著 （東京創元社）
万年最下位の球団、東海
レインボーズ。その本拠
地であるスタジアムに
は、日々様々な人と謎が
訪れます。野球オンチの
女性オーナーが野球のル
ールや試合の流れから鮮
やかに謎を解き明かして
いくという、連作ミステ
リです。
★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！
★
★
★
★

大森図書館
・・・
小林図書館
・・・
そうふけ図書館 ・・・
小倉台図書館
・・・

４２−８６８６
９７−０００５
４５−２５６６
４７−５５１１
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みなさまは、この夏の北京オリン
ピックをテレビなどでご覧にな
りましたか？ もちろん僕も時
間の許す限り観ましたよ！ 多くの感動を
与えて下さった選手の皆さんに多謝。個人的
に最も印象に残ったのは、女子ソフトボール
の決勝戦です。1 度は負けたアメリカチーム
に果敢に挑んでもぎ取った金メダル…。思わ
ず涙ぐんでしまいました。
（Ｔ・Ａ）

