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日本全国つながってます！

図書館ネットワーク
印西市には「大森図書館」「小林図書館」「そうふけ図書館」「小倉台
図書館」の 4 つの図書館があります。この 4 館で印西市図書館ネット
ワークができています。このネットワーク内であれば図書館の資料をど
こで借りても、どこへ返しても OK です（ただし、複製絵画は大森図書
館のみの取り扱いとなります）。また、印西市内の図書館に所蔵があれ
ば、自分がよく行く図書館に借りたい資料がなくても、資料を所蔵して
いる他の図書館から取り寄せることができます。リクエストは「リクエ
ストカード」を窓口で出すか、図書館ホームページや館内の検索パソコ
ンで予約をしていただくことができます。
また、印西市で所蔵していない本や雑誌も、千葉県立図書館や県内
市町村立図書館に所蔵があれば、取り寄せて印西市の図書館で受け取ることもできます。
県内で所蔵がない資料に関しては、国立国会図書館や、全国の都道府県立図書館、市町
村立図書館から資料を取り寄せることも可能です。公共図書館以外でも、大学図書館に問
い合わせることもできます。
このように、印西市にいながら全国の図書館の資料を見ることができるのです。この「図
書館ネットワーク」、是非ご活用ください！
※ 検索パソコンからの予約、印西市で所蔵していない資料のリクエストは、印西市在住・
在勤・在学の利用者に限ります。

８月２９日（金）は開館します！
毎月月末の平日には、図書館は館内整理日として休館させていただいて
いますが、利用の多い７・８月は月末の平日も開館いたします。
「夏休みの宿題が終わらない〜」って子は、すべりこみで図書館に来て、
調べものをしてみてはいかが？
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図書館・これからの催し
図書館探検隊

おはなし会においでよ！

（そうふけ・小倉台図書館）
夏休みの思い出に、図書館の仕事を体験しませんか？
＜小倉台図書館＞
日時：8 月 14 日（木）午前 9 時〜正午
場所：小倉台図書館
対象：小学 4 年生〜中学生
定員：１０名（先着順） ※参加費無料
申込み・お問合せ :
小倉台図書館カウンターもしくは電話で
＜そうふけ図書館＞
日時：8 月２１日（木）午前 9 時〜11 時半
場所：そうふけ図書館 対象：小学 4 年生〜6 年生
定員：5 名（先着順） ※参加費無料
申込み・お問合せ :
そうふけ図書館カウンターもしくは電話で

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！
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。

楽しかったね！〜行事報告〜
科学あそび
（小倉台図書館）

子どもの本の
読み聞かせ講座
（そうふけ図書館）

7/24 に参加者 11 名で科学あそびを
行いました。ストローを使ってビービー
笛を作って音をならしたり、ストローと
んぼを作って飛ばしたり、色々な実験を
行いました。各自オリジナルの模様をつ
けたり、いろんな工夫をして楽しんでい
たようです。

7/10 に家庭での読み聞かせについて
講座を行いました。よい絵本の選び方な
ど、和やかな雰囲気の中で、読み聞かせ
を実際に聞いてもらうことができまし
た。講座で紹介したおすすめの本を、借
りて帰る方も多かったです。
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図書館からのお知らせ
？

ＯＰＡＣ検索術講座 ②

かなり間が空いてしまいましたが、ＯＰＡＣ（図書館蔵書検索シ
ステム）の検索術講座第 2 回目です。今回は画面右側にある「検索
項目」についてお話します。
「検索項目」は、「何について調べるか」を指定することができます。画面を開くと上から
順番に「タイトル」「著者等」「出版者」「一般件名」「個人件名」とありますので（「▼」マー
クをクリックすると、それ以外の項目が選択できるようになっています）、今回はこの 5 項目
について説明します。
タイトル …その資料のタイトル（題名）を入力して検索できます。タイトルの文字全てを
入力する必要はなく、例えば「吾輩は猫である」であれば、
「吾輩は」や「ワガハイワ」や「猫
である」など、タイトルの一部分だけでも検索することができます。ただし、例えば「猫」と
いう文字だけを入力して検索すると、「猫」という文字が入った全ての資料を探してしまうの
で、時間がかかる上に、検索結果が膨大な量となってしまいます。ある程度の文字は入力した
ほうが、結果として早く探している資料にたどり着くことができるでしょう。
著者等 …本であれば作者や編集者、ＣＤであれば演奏者や作曲者といったように、その
資料を書いたり作ったりした関係人物や団体名を入力して検索できます。ただし、ＣＤやＤＶ
Ｄといった演奏者や出演者が多数いる場合は、代表的な人物しかデータにないことがあり、全
ての人が検索対象とならないので注意してください。また、ヨミ検索（全てひらがなやカタカ
ナ）で検索する時は、
「姓・名」の順番での入力が必要になりますので、フルネームで外国人
を検索する場合は気を付けてください。（例「アガサ・クリスティー」→「クリスティーアガサ」）
出版者 …発行者である会社や人物名を入力してください。
一般件名 …キーワードとなる単語を入力すると、それに関連する資料が検索できます。た
だし、データに登録されていない単語では検索できないので、思いつくまま関連する何種類か
の言葉を入力して検索してみてください。（例「料理」「千葉県」「マンション」「政治」などなど）
個人件名 …タイトルには載っていないけれど、その人について書かれた資料を検索できま
す。主に伝記などを調べたい時に使います。
※ＯＰＡＣの使い方で分からないことがあれば是非職員におたずねください。

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

夢をかなえるゾウ

水野

敬也／著

⑤

ゴールデンスランバー

伊坂

幸太郎／著

⑥

ダイイング・アイ

東野

圭吾／著

⑦

東京島

桐野

夏生／著

⑧

食堂かたつむり

小川

糸／著

⑨

女性の品格

坂東

真理子／著

⑩

夜明けの街で

東野

圭吾／著

（平成２０年７月２８日現在）

「ハリー・ポッター」、
ついに完結！

♪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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テーマはずばり「夏休み」
。みなさんにもそ
れぞれ夏休みの想い出があると思います。海
水浴やキャンプ、そして宿題…。
今回紹介するお話は、身近な冒険にはらは
らしたり、ほろりと涙したり、夏の暑さを忘
れるような怖さを感じたり…さまざまな「夏
休み」が体験できますよ！

この本、
おすすめです！

「川の名前」 川端 裕人／著 （早川書房）
小学生の男の子 3 人組が夏休みの自由研究に奔走する話。彼らは自由
研究の題材として選んだ近所の川で、あるとんでもない「モノ」を発見
する。川の観察とともに、その「モノ」も観察し始めた 3 人に思いもよ
らぬ冒険が待っていた…。
ラストに向かって、ぐいぐいと引き寄せられていく魅力を持つ作品。子
供が主人公だからといって、さわやかなだけでなく、現代の子供たちが
抱えがちな問題もしっかり描きながら、それでも少年時代の輝きがスト
レートに表現されています。

この本、
おすすめです！

「夏の庭」 湯本 香樹実／著 （新潮社）
小学校最後の夏、3 人の小学生は、近所にすむ老人・喜八の観察を始
める。その理由は「人の死ぬところを見るため」という好奇心のためだ
けである。3 人の観察に気付いた喜八は憤慨するが、次第に交流を深め
ていく。喜八は 3 人に今まで生きてきた「喜八の歴史」を語る。3 人
は彼が、ただの老人から、一人の「喜八」という人物であることを徐々
に認識していく。4 人の奇妙な付き合いはしばらく続くが…。
最初の設定に度肝を抜かれますが、読み始めると、とても真っ直ぐな
気持ちになれる作品です。

「夏と花火と私の死体」 乙一／著 （集英社）
9 歳の夏休み、私は仲良しの弥生ちゃんに木の上から突き落とされて
死んだ。弥生ちゃんとその兄の健くんは私の死体を隠そうとしている。
二人は無事「私」の死体を隠しとおせるのか…。
設定だけきくと、なんともおどろおどろしい雰囲気の小説かと思いま
すが…もちろん、ある種の恐怖感は感じるのですが、どこか乾いてい
るというか、クールで、ややコミカルな印象が残ります。死んでしま
った「私」の一人称というユニークな発想を、16 歳という若さで思
いつき、小説として書き上げてしまうとは！ 衝撃のデビュー作です。
★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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夏本番です！ いや〜、暑い暑
い。熱中症などにかからぬよう、
皆さん注意して下さい。最近テレ
ビなどでもよく放送されているのを見ます
が、熱中症は、ひどい時には死にいたること
もあるとか…。長時間外に出たりするときに
は、日傘をさしたり、マメに水分補給するな
ど、各自予防を怠らないように気をつけまし
ょうね。
（Ｔ・Ａ）

