
 

10月 27日（土）～11月 9日（金） 

 終戦の２年後の 1947（昭和 22）年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこちに残っていると

き、「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力

をあわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になり、第１回「読書週間」が開かれました。 

 第１回「読書週間」は 11 月 17 日から 23 日でした。これはアメリカの「チルドレンズ・ブ

ック・ウィーク」が 11 月 16 日から１週間であるのにならったものです。各地で講演会や本に

関する展示会が開かれたり、読書運動を紹介する番組が作られました。いまの 10 月 27 日から

11 月９日（文化の日をはさんで２週間）になったのは、第２回からです。 

 それから 60 年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は世界のなかでも特に「本

を読む国民」の国となりました。 
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2012・第 66回 読書週間 

印西市内の全図書館では読書週間中に特別

展示を行います。ぜひお越しください。 

これからの催し① 

皆さまにとってより身近で利用しやすい図書館をつくるため、懇談会を開催します。 

これからの印西市の図書館について一緒にお話ししてみませんか？お気軽にご参加ください。 

【日時】10 月 6 日（土）午前 10 時 30 分～正午 【場所】本埜ファミリア館 

【申込】丌要 【問合せ】本埜図書館（97-3210） 

利用者懇談会 〈本埜図書館〉 
 

本と紙について、誕生から今に至るまでを日本を中心にお話します。 

【日時】11 月 3 日（土）午前 10 時～正午 【場所】集会室 

【講師】図書館職員 【定員】20 人（先着順） 

【対象】中学生以上  

【申込】10 月 4 日（木）午前９時から小倉台図書館まで（電話または窓口） 

【問合せ】小倉台図書館（47-5511） 

読書週間事業 講座「伝えるかたち～本と紙の歴史～」 〈小倉台図書館〉 
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これからの催し② 
 

図書館探検隊  

今年は、１年生～４年生を対象に募り、

参加者は１８名でした。図書館内にどんな

本があるのかを探検した後、本の貸出・返

却・修理など様々な体験をしました。終了

後、「勉強になった」「また参加したい」な

ど多くの嬉しい感想をいただきました。 

大森図書館  ７月２６日（木） 

今回初めて午前・午後の２回に分けて

行いました。カウンターでの貸出・返却

やブックコートかけなどを体験した子

どもたちからは、また参加したいという

感想が聞かれ、図書館の仕事に興味を持

ってもらうことができました。 

小倉台図書館  ８月２日（木） 

今回初めて４年生から６年生を対象に

行いました。ブックコート体験では、カッ

ターの使い方に戸惑うなど苦戦した所も

ありましたが、なんとか２冊以上仕上げる

ことができました。カウンターでの貸出や

返却作業も、真面目に一生懸命がんばって

いました。 

 

そうふけ図書館  ８月９日（木） 

４年生、５年生の参加があり、カウン

ターでの貸出・返却や、本を元の場所に

戻すこと、本を本棚に出せるように装備

することなどの作業を行いました。楽し

かった、忙しかった等の感想があり、実

際に体験しながら図書館のことを知っ

てもらう機会となったようです。 

 

小林図書館  ８月２１日（火） 

たのしかったよ！～行事報告～① 
 

ブックリサイクル 〈そうふけ図書館〉 
雑誌や図書のリサイクルを行います。ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

【日時】11 月 10 日（土）9 時～17 時 【場所】そうふけ図書館入口 

11 月 11 日（日）9 時～15 時 【問合せ】そうふけ図書館（45-2566） 

ブックリサイクル 〈小林図書館〉 
丌要図書のリサイクルを行います。ぜひお気軽にお立ち寄りください。 

※保存期限を過ぎた雑誌は含まれません。 

【日時】11 月 24 日（土）10 時～17 時 【場所】小林図書館入口 

11 月 25 日（日）10 時～15 時 【問合せ】小林図書館（97-0005） 

夏休み期間中、図書館ではたくさんのイベントを行いました！その様子を紹介します。 



たのしかったよ！～行事報告～② 
 

‐３‐ 

科学あそび 

 
小倉台図書館  ７月２６日（木） 

 
 今年のテーマは「紙」。身近な存在ですが意

外と知らない紙の特徴や強さに着目した実験

を行いました。参加した子どもたちは、トイ

レットペーパーを使った科学マジックや新聞

紙で作ったハンモックの強さに目をキラキラ

させていました。紙の実験はもちろん、その

他にも図書館には身近な丌思議を見つけられ

る本がたくさんあります。家族で科学あそび

はいかがですか？ 

 

夏のおはなし会 

 
本埜図書館  ７月２１日（土） 

 
今年もパパたちの読み聞かせがあり、大

型絵本や大型紙芝居の読み聞かせ、パネル

シアター、クイズなど、楽しいおはなし会

になりました。工作で作った光の万華鏡

（分光器）では、穴から差し込む七色の光

に子どもも大人も目を輝かせていました。 

大森図書館  ８月９日（木） 

 
119 人（子ども 63・大人 56）の参加

がありました。「切り紙」「パネルシアター」

「音楽を取りいれた絵本の読み聞かせ」な

ど盛りだくさんのイベントでした。乳幼児

の親子連れがたいへん多く、終了後の「魚

釣り（折り紙の魚を釣っておみやげにす

る）」もたいへん好評でした。夏休み恒例

の行事として来年も楽しい企画を考えた

いと思います。 

印旛図書館  ８月１０日（金） 

 
印旛図書館としては初めて夏のおはな

し会を行いました。大型絵本の読み聞かせ

や、わらべうた、キーボードやトライアン

グルなど音を効果的に使った絵本の読み

聞かせなど、いつもとは違う雰囲気のおは

なし会に子どもたちも楽しんで参加して

くれました。 

夏のおはなし会 

 

夏のおはなし会 

 

夏のおはなし会 －大人のための素話しの会－  大森図書館 ８月２２日（水） 

 
91 人（大人 87・子ども 4）の参加がありました。「素話し」を中

心に印西市に伝わる民話や、落語を題材にした幽霊ばなしなど、７つ

の演目を楽しんでもらいました。夜という時間帯の薄暗さも会の雰囲

気を盛り上げてくれたように思います。小学校高学年くらいのお子さ

んも 4 名参加してくれました。 

 



 ①  ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾／著 

②  舟を編む 三浦 しをん／著 

③  マスカレード・ホテル 東野 圭吾／著 

④  虚像の道化師 東野 圭吾／著 

⑤  三匹のおっさん ふたたび 有川 浩／著 

⑥  人生がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵／著 

⑦ ジェノサイド 高野 和明／著 

⑧ サファイア 湊 かなえ／著 

⑨ 真夏の方程式 東野 圭吾／著 

⑩ 空飛ぶ広報室 有川 浩／著 

 

図書館 
人気の本 

♪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渡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、ご自宅に丌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！ 

おはなし会に 

おいでよ！ 

 図書館では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。 

※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 

（いんば児童館） 

月１回開催。日程については 

印旛図書館（℡80-3850）まで 

 

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 ・・・ 45-2566  ★小倉台図書館 ・・・ 47-5511 

★ 印旛図書館 ・・・ 80-3850  ★本 埜 図 書 館 ・・・ 97-3210 
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やさしい著作権講座 <１４> 図書館の映像資料 
 今回の著作権講座は、図書館における映像資料と著作権の関係についてです。 

著作権法第 38 条の５で、公共図書館において、映像資料（ＤＶＤやビデオテープなど）を貸

出することは認められています。しかし、他の図書館資料と異なり、「相当な額の補償金を支払

わなければならない」とされているため、図書館で購入する映像資料は、市販されているＤＶＤ

等の価格より上乗せした金額を支払い購入することになります。そのため、図書館の映像資料を

紛失・破損した際の弁償は、市販のものより高額になりますのでご注意ください！ 

また、補償金を支払うなどの許諾手続きは、日本図書館協会や日本映像ソフト協

会が窓口となり行われているため、そこで許諾手続が行われていない資料に関し

ては、図書館で購入・貸出することは難しく、市販されているすべての資料が図

書館で購入できるわけではありません。 

東野圭吾さんの本が

４冊ランクイン！ 

（平成 24年 9月 7日現在） 


