
 

これからの催し  

大型絵本やパネルシアターなど、楽しいおはなしを用意して 

お待ちしています。ぜひお越しください。 

♪対象は幼児から小学 3 年生くらいまで。入場無料です。 

としょかん 
つうしん 
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図書館ホームページ 
・パソコン から・・・  
http://www.library.city.inzai.chiba.jp/  

・携帯電話 から・・・ 
http://www.library.city.inzai.chiba.jp/i/  
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小林図書館 

【日時】１２月２日（日） 

11：00 開演 

【場所】小林公民館 1 階 遊戯室 

【定員】50 人（当日受付、先着順） 

【問合せ】小林図書館（℡97-0005） 

大森図書館 

【日時】１２月９日（日） 

11：00 開演 

【場所】文化ホール１階 ホワイエ 

【定員】100 人（当日受付、先着順） 

【問合せ】大森図書館（℡42-8686） 

本埜図書館 

【日時】１２月１５日（土） 

10：30 開演 

【場所】本埜図書館 おはなしコーナー 

【定員】40 人（当日受付、先着順） 

【問合せ】本埜図書館（℡97-3210） 

小倉台図書館 

【日時】１２月２２日（土） 

①10：30 開演 

②13：30 開演 

【場所】小倉台図書館 集会室 

【定員】各 40 人（当日整理券配布） 

【問合せ】小倉台図書館（℡47-5511） 



たのしかったよ！～行事報告～① 

 

 

平成２５年２月３日（日）から２月７日（木）まで 

印西市立図書館全館で蔵書点検を行います。 

これに伴い、図書館を休館させていただきます。 

蔵書点検のお知らせ 

「蔵書点検」とは、図書館の本や雑誌、視聴覚資料など全ての資料の所在を調べる作業

のことです。市内６館の図書館の棚にある約５６万点もの資料を、ノートパソコンや小型

の専用機器を使って、きちんと所定の位置にあるかどうか照合しなければならないので、

どうしても長期間にわたり図書館をお休みしなければなりません。 

皆様にはご丌便をおかけしますが、書架を整理し、よりよい状態でご利用いただくため

に必要な作業ですので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

※蔵書点検に伴い貸出期間の変更があります。詳しくは各図書館の掲示板や図書館ホーム

ページでご確認下さい。 
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ブックリサイクル 大森図書館 ９月１５日（土） 

 開始時間前から長蛇の列ができ、今年の入場者数は

４３７人でした。毎年好評で、会場内は大変混み合い

ましたが、皆様、熱心に本を選んでいる様子でした。

用意した図書や雑誌の多くをリサイクルすることがで

きました。 

利用者懇談会 本埜図書館 １０月６日（土） 

 本埜図書館では初めての利用者懇談会でした。日頃から

市内図書館をよく利用されている方々が参加され、図書館

の運営に関することや資料に関することなど、様々なご意

見を伺うことが出来ました。これらのご意見を参考に、今

後、皆様がより利用しやすい図書館にしていきたいと思い

ます。 

 



たのしかったよ！～行事報告～② 
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読書週間行事 
10/27（土）～11/11（日） 

大森図書館 

そうふけ図書館 

小林図書館 印旛図書館 

本埜図書館 

小倉台図書館 

 ルポルタージュの文学賞である

「大宅壮一ノンフィクション賞」受

賞作品を展示しました。展示した当

日に貸出があり、この分野への関心

を持ってもらえたと思います。 

 

講座「伝えるかたち～本と紙の歴史～」  小倉台図書館  １１月３日（土） 

 １１月３日（土）、読書週間にちなんだ講座として

「伝えるかたち～本と紙の歴史～」を開催しました。

１時間の講義の後、パピルスや羊皮紙、巻子などの現

物を手に取りながら解説を行いました。普段ふれるこ

とのない資料に、参加者は興味津々の様子でした。 

ヤングアダルトのみなさんを対象に

展示を行いました。元気がでる本、楽

しい本、心がほっとする本など、絵本

から一般書まで幅広く紹介しました。 

普段は注目されることの少ない日本

の妖怪学・百鬼夜行などに関する本の

展示を行いました。たくさんの方の目

に触れ、手に取ってもらえて良かった

と思います。 

 

「古事記」編さん１３００年にちな

んだ多彩な解説本などを展示しまし

た。小林図書館以外で所蔵している雑

誌「芸術新潮」「歴史読本」「サライ」

の古事記特集なども好評でした。 

「よく見て・探して・推理して」を

テーマに、トリックアートなど目で見

て楽しめる本や推理小説を中心に展示

し、多くの方へ貸出することができま

した。 

講座に合わせ「紙と本に関する本」

というテーマで展示をしました。製

本・装丁に関する本など普段はあまり

借りられない種類の本でしたが、興味

を持っていただけたようでした。 

（大森図書館） （本埜図書館） 

（講座で使用した資料です。） 



 

 

 

図書館 
人気の本 
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① ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾／著 

② 虚像の道化師 東野 圭吾／著 

③ 舟を編む 三浦 しをん／著 

④ ソロモンの偽証 第１部 宮部 みゆき／著 

⑤ 禁断の魔術 東野 圭吾／著 

⑥ 空飛ぶ広報室 有川 浩／著 

⑦ マスカレード・ホテル 東野 圭吾／著 

⑧ ソロモンの偽証 第２部 宮部 みゆき／著 

⑨ 神様のカルテ３ 夏川 草介／著 

⑩ 三匹のおっさん ふたたび 有川 浩／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、ぜひ図書館にご寄贈ください！ 

（平成 24年 11月 9日現在） 

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 

おはなし会に 

おいでよ！ 

 

年末年始のお休みについて 
１２月２８日（金）から１月４日（金）まで、印西市立図書館全館で

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返却していただきますようお願いいたしま

す。 

『ナミヤ雑貨店の奇蹟』

は約半年間、１位です！ 


