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図書館のこれからの行事
雑誌・図書のリサイクル
図書館の定めた保存期間を過ぎた雑誌や図書をさしあげます。ただし
お一人様 雑誌５冊・図書５冊までとさせていただきます。
U日程
６月２５日（土）・２６日（日）
U会場
小倉台図書館 集会室
U時間
午前９：００から午後４：３０まで
U問い合わせ先
小倉台図書館 ＴＥＬ４７−５５１１

わらべうたであそぼう
子どもの頃に楽しんだわらべうた。小さい頃、お母さんが歌ってくれたわらべうた。
今度は親子で、わらべうたを楽しんでみませんか。
U日程
7 月１４日（木）
U会場
ふれあい文化館 ２階 視聴覚室
U時間
午前１０：００から
U対象
２歳児の幼児と保護者
U講師
三門 美枝氏（保育士）
U定員
１５組（定員になり次第締め切り）
U受付・問い合わせ先
７月１日（金）から
そうふけ図書館カウンター・または電話で ＴＥＬ４５−２５６６

点字講座
「点字講座〜点訳絵本をつくってみよう〜」《全３回》
点字について、講義・実習をとおして学ぶ講座です。ご自分で絵本を点訳し「点訳絵本」
を作成します。点字に興味のある方、点字について学んでみたい方、ぜひこの機会に参加
してみませんか？
U日時
７月２１日・２８日・8 月４日（すべて木曜日）午前１０時から
U会場
文化ホール２階 大会議室
U対象
小学４年生以上（※３回とも参加できる方）
U講師
高橋 由紀子氏（日本点字技能師協会会員 点字技能師）
U参加費
５００円程度
U定員
１０名（定員になり次第締め切り）
U受付・問いあわせ先
７月１日（金）から
大森図書館カウンター・または電話で ＴＥＬ４２−８６８６

科学あそび
今回の「科学あそび」は、「ゴム風船」を使ってゴムの不思議についての実験や工作をしま
す。
「バルーンアート」や「ゴム風船自動車」づくりなど、たのしく遊びながら科学を体験
しましょう。
U日時
７月２８日（木）午前１０時から１２時まで
U会場
小倉台図書館 集会室
U対象
小学４年生から６年生
U定員
１２名（定員になり次第締め切り）
U参加費
無料
U受付・問い合わせ先 ７月１日（金）から
小倉台図書館カウンター・または電話で ＴＥＬ４７−５５１１

図書館探検隊
夏休みを利用して、ふだん見ることが出来ない図書館を探検してみませんか？
図書館の仕事をこの機会に体験してみましょう。
U日時
８月１１日（木）午前９時から１２時まで
U会場
小倉台図書館 集会室
U対象
小学５・６年生・中学生
U定員
１０名（定員になり次第締め切り）
U参加費
無料
U受付・問い合わせ先 ８月２日（火）から
小倉台図書館カウンター・または電話で ＴＥＬ４７−５５１１

ふるさと文芸案内
歴史ある印西とその近辺で江戸後期から近代にかけて生み出された文学作品や作家群
を案内人が紹介します。一緒に往時の「ふるさと印西」の姿を回顧する旅をしてみません
か。
U日時
6/29（水）7/13（水）7/27（水）8/24（水）9/27（火）
10/7（金）10/21（金）11/11（金）11/16（水）の全９回
午前 10 時から１２時まで
9/27（火）・11/16（水）は館外学習です
U会場
小倉台図書館
U対象・定員 成人２０名
U案内人
佐藤 純夫（印西市教育部長）
U参加費
原則として無料。但し館外学習などの際には別途保険料が必要です
U問い合わせ先 小倉台図書館 ＴＥＬ４７−５５１１

図書館で楽しい行事を行いました

「子ども読書の日」にちなんで･･･
春のおはなし会

大森図書館（4 月２３日）

（（
大森図書館では「子ども読書の
日（4 月 23 日）
」にちなんで 春
のおはなし会 を行いました。
出し物は、素ばなし・おりがみ
シアター・大型絵本の読み聞かせ、
手袋人形を使った わらべうた
などなど。会場は館内のおはなし
室だったため、演じ手＋参加者で
満員状態でしたが、至近距離での
やりとりは 読み手聞き手ともに
参加できる 楽しい催しとなりま
した。

子どもの広場

小倉台図書館集会室（4 月２３日）

小倉台図書館では読書団体や読書ボランティアの方々の協力を得て
もの広場

子ど

を行いました。この日一番の大きな出し物「絵本の紹介メドレー

作品（読書団体ｵﾘｼﾞﾅﾙ）」は、ブラックシアターならではの幻想的な世界を見
せてくださいました。また、「子ども参加の紙芝居｣が会場の一体感をもりあ
げてくれました。今回は中・高校生のボランティアによる実演で、おねえさ
ん・おにいさんと参加者のちびっことのかけあいで
元気あふれるたのしいひとときとなりました。

図書館クイズ

小林図書館（５月７日）

小林図書館では、こどもの読書
週間に「図書館クイズ」を行いま
した。本でしりとりをしたり、本
を探して違っている書名を正し
くしたり・・・・・。
たくさんの本の中から探し出
す事で、いつも手にする本とは違
う新しい本が発見できたと思い
ます。

子どもの本の読み聞かせ講座

大森図書館

大森図書館では、中村隆子氏を講師にお招きし

（６月１０日）

「子どもの本の読み聞かせ講座」を行ないました。今年

小倉台図書館

度の講座は「すでに活動されている方」を対象に、講師の
先生との質疑応答（実習）を中心にした内容で行ったのが
特徴です。受講後、参加された皆さんからは「気持ちが楽
になった」
「具体的でよかった」
「情報交換ができてよかっ
た」などのお声をいただきました。
講師の方の気さくなお人柄もあり、アットホームな雰囲
気の講座となりました。

（６月１７日）

いま図書館で人気のある本
タイトル

著者名

出版社

リクエスト
件数

ダ・ヴィンチ・コード （上・下）

ダン・ブラウン

角川書店

９０

電車男

中野 独人

新潮社

７３

日暮らし （上・下）

宮部 みゆき

講談社

６７

対岸の彼女

角田 光代

文芸春秋

６５

いま、会いにゆきます

市川 拓司

小学館

６４

頭がいい人、悪い人の話し方

樋口 裕一

ＰＨＰ研究所

５４

夜のピクニック

恩田 陸

新潮社

５０

世界の中心で、愛をさけぶ

片山 恭一

小学館

４３

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団
（上・下）

Ｊ・Ｋ・ローリング

静山社

４２

ダーリンは外国人

小栗 左多里

メディアファクトリー

３８

２００５年５月３１日現在

休館日
毎週月曜日（祝日の時は火曜日に振替）
国民の祝日・年末年始・館内整理日「毎月末日」（土曜日・
日曜日・月曜日又は祝日、年末の休館日のときは繰り上げ）

7 月・8 月は月末日も開館します。
あとがき
梅雨空のうっとうしい季節、青空が恋しい今日この頃です。
こんな季節は、是非図書館に足を運んでみてはいかがですか？
心に残る「本」にであえるかも。
Ｙ

