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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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出前講座とは、市の職員が団体等に講義・説明を行うものです。その一環で図書館も「図書館

の活用法」「読み聞かせの手法」「本の修理講座」をテーマに講師の派遣を行っています。 

例年、小学校等から申込みがあり、破れたりした本の簡単な修理や本に透明なビニールカバー

のかけ方を学んでもらう「本の修理講座」や、読み聞かせボランティアの皆さんに集団への読み

聞かせや本の選び方を学んでもらう「読み聞かせの手法」の講座を活用していただいています。 

詳細は市のホームページ、公民館や図書館で閲覧できる「生涯学習ガイド」をご覧ください。 

申し込みは印西市役所生涯学習課です。 

毎年 4 月、小学生向けに「ほんのタネ！」を、中学生向けに「Book de Go!」を発行して

います。（「ほんのタネ！ ＶＯＬ．15」「Book de Go! ＶＯＬ．11」が最新号です）また

幼児向けには年３回、「えほんのくに」を発行しています。 

どれも図書館職員が読んでみて面白い、ぜひおすすめしたいと思った本を紹介しています。過

去のリストは各図書館またはホームページ「BOOK LIST（ブックリスト）」でご覧ください。 

大森図書館、小倉台図書館のみ臨時開館します 
大森図書館・小倉台図書館のみ、国民の祝日にあたる５月４日から５月６日までを臨

時開館いたします。くわしくは図書館カレンダーやホームページをご覧ください。 

本埜図書館休館のお知らせ 
 選挙の投票所となるため、本埜図書館のみ下記の期日を休館いたします。 

① 平成２７年４月１２日（日） 千葉県議会議員一般選挙 第２２投票所として 

② 平成２７年４月２６日（日） 印西市議会議員一般選挙    〃 

ご存知ですか「出前講座」 

ブックリスト（最新版）、まもなく発行します 



 
  

図書館検定 図書館クイズ 

大森図書館で開催します。 

春は、旅立ちの季節です。様々な旅立ちに 

ついての本や絵本を展示します。 

【期間】３月３１日（火）～5 月１０日（日） 

【場所】大森図書館 児童展示コーナー 

毎年 4 月 23 日は「子ども読書の日」、4 月 23 日～5 月 12 日は「こどもの読書週間」です。 

児童特別展示 

よい絵本 

そうふけ図書館で開催します。 

全国学校図書館協議会選定の『よい絵本』

に掲載された本を集めて展示します。 

【期間】4 月 1 日（水）～5 月１０日（日） 

【場所】そうふけ図書館 おはなしのへや 

小倉台図書館で開催します。 

昨年は、のべ１６３名が参加の大人気検定！

図書館の本を使えば答えられるクイズを出題す

るよ。問題は４種類、どの問題にあたるかはお

楽しみ。正解した数によって１級から３級の認

定証がもらえます。全問正解を目指そう！小学

校６年生までの君の参加をまっているよ！ 

※１日１回、期間中何度でも参加できます。 

※その場で採点します。 

【期間】4 月 2１日（火）～5 月１０日（日） 

【対象】小学校 6 年生まで 

小林図書館で開催します。 

小学生のみなさん集まれ！図書館の本を使

って解答できるクイズを出題します。問題付

きチラシは、期間中、小林図書館にあります。

答えを書いてカウンターに出してください。

出してもらった紙は 5 月１３日（水）から丸

付けをして返します。そのときに参加賞もも

らえます。誰でも必ず解ける問題もあるので、

ぜひチャレンジしてみてね！ 

【期間】4 月 2１日（火）～5 月１０日（日） 

【対象】小学校１～6 年生 

図書館の使い方講座（小倉台図書館） 
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インターネットを使った資料の探し方や、図書館にある資料の説明を職員が行います。図書館

の使い方を一通り知りたい方はこの機会にお申込みください。 

【日時】5 月 23 日（土） 10 時 30 分 と 13 時 30 分の２回（一時間程度） 

【場所】小倉台図書館 

【対象】中学生以上 

【定員】１回につき３名（先着順） 

【申込】５月 2 日（土）から前日までに電話または小倉台図書館カウンターにて 

【問合せ】小倉台図書館（℡：47－5511） 

児童特別展示 

旅立ちの本 
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ブックリサイクル 
印旛図書館 

1 月 17 日（土）・18 日（日） 

本埜図書館 
2 月 21 日（土）・22 日（日） 

今回で３回目となった印旛図書館のブ

ックリサイクル。図書館天井の水漏れ事故

が発生したり印旛支所駐車場の工事が未

完だったりと色々悪条件が重なりました

が、当日は開始時間前から行列ができる程

たくさんの方々にご来場いただき、用意し

た資料の８割以上を提供することができ

ました。 

今年も行った図書のリサイクル。本埜図

書館へ初めていらした方も多く見られ、当

日は開始前からたくさんの方が集まって

くださいました。２日間で除籍・寄贈図書

など合わせて１，５５１点の資料を提供す

ることができ、たくさんの方に本埜図書館

を知っていただくとてもよい機会になり

ました。 

絵本「はらぺこあおむし」を手話で読み聞かせができる

ようにする企画です。障がい福祉課と共催で行いました。

聴覚障がいのある講師と参加者のやりとりを、手話通訳者

が通訳を行いながら、進められました。受講者の皆さんは、

はじめのうちは手話に慣れない様子でしたが、講座が進む

につれ、少しづつ慣れてきているようでした。 

こちらも障がい福祉課と共催で行いました。この日は天

気がよく、会場の集会室が埋まるくらい多くの方が集まり

ました。参加された方たちは、始めに手話であいさつの練

習をした後、「手話で絵本を演じてみよう」の受講者と職

員が手話で演じる「はらぺこあおむし」の絵本と「おおき

くおおきくおおきくなあれ」の紙芝居に見入っていまし

た。 

手話で絵本を演じてみよう 

手話で行うおはなし会 

小倉台図書館 1 月 17 日（土）、1 月 24 日（土） 

小倉台図書館 1 月 31 日（土） 



 
 
 

（平成 2７年 3 月２６日現在） 

 

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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（日本の）小説、エッセイ、レシピ本などを除いた 

タイトル 著者名 出版社 予約件数 

フランス人は 10 着しか服を持たない ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･L･ｽｺｯﾄ 大和書房 84 

21 世紀の資本 トマ・ピケティ みすず書房 49 

お金が貯まるのは、どっち！？ 菅井 敏之 アスコム 36 

その女アレックス ﾋﾟｴｰﾙ･ﾙﾒｰﾄﾙ 文芸春秋 33 

もっと知りたい無印良品の収納 本多 さおり KADOKAWA 25 

嫌われる勇気 岸見 一郎 ダイヤモンド社 23 

おかんメール 2 おかんメール製作委員会 扶桑社 20 

日本人のためのピケティ入門 池田 信夫 東洋経済新報社 20 

イラストでときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵 サンマーク出版 18 

学年ビリのギャルが 1 年で偏差値を 40 上げて 

慶応大学に現役合格した話 
坪田 信貴 KADOKAWA 18 

50 歳からのリセット整理術 中山 真由美 集英社 18 

まんがでわかる７つの習慣〔1〕 小山 鹿梨子 宝島社 17 

医者の嘘 石井 光 幻冬舎 17 

心地いい暮らしを作る 100 のヒント リンネル編集部 宝島社 16 

100％マネできる夢の収納術  晋遊舎 15 

正しい家計管理 林 総 WAVE 出版 14 

脳の教科書 加藤 俊徳 あさ出版 13 

マンガでやさしくわかるアドラー心理学 岩井 俊憲 日本能率協会 13 

貴様いつまで女子でいるつもりだ問題 ジェーン・スー 幻冬舎 13 

捏造の科学者 須田 桃子 文芸春秋 12 

窓から逃げた 100 歳老人 

 

ヨナス・ヨナソン 

 

西村書店 11 

ためない習慣 金子 由紀子 青春出版社 11 

沈みゆく大国アメリカ 堤 未果 

 

集英社 

 

11 

 

 

日本の大和言葉を美しく話す 高橋 こうじ 

 

  

東邦出版 

 

11 

 老後破産しないためのお金の本 杉山 明 

 

河出書房新社 

 

11 

 やってみました！1 日 1 食 船瀬 俊介 

 

    

三五館 

 

10 

 

 

聞くだけで自律神経が整うＣＤブック 小林 弘幸 

 

  

アスコム 

 

10 

 人生が変わる！ホームセンターの便利帖  晋遊舎 10 

 

 

 

 
※上記の本は非常に人気があり、予約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。 

ご了承ください。 

※上記のうち、ご自宅に不要になった本がございましたら、ぜひ図書館にご寄贈ください。 


