
 

「平成２３年東北地方太平洋沖地震」で図書館の開館時間が変ります 

地震の影響により電力需要が逼迫しております。当面、中央・長浦おかのうえ・平川図書館の開館時間

を短縮し、午後５時閉館とさせていただきます。 

 また計画停電が実施された場合、その前後の時間帯を含み休館とさせていただきますので、あらかじめ

ご了承下さい。 

 なお、ホームページからの蔵書検索・ＷＥＢ予約は通常どおりご利用いただけます。 

 

平成２３年度の行事予定 
図書館では資料貸出のほかに、読書普及事業として様々な催しを行っています。ここでは平成２３年度

に計画されている事業をご紹介しましょう。詳細な内容や開催日時については決定次第、市の広報紙、

図書館のホームページ、館内の掲示物等でお知らせします。 

 

平成２２年度の各読書普及事業の様子（抜粋） 

                           

図書館まつり 工作教室          おはなし会               子どもの本の講座         

 

事 業 名 時 期 対 象 開催館 

「子ども読書の日」記念事業スタンプラリー ４月～５月 小学生まで 全館 

おはなし会 通年 ４歳から小学生 中央・長浦 

えほんのへや 通年 ２・３歳児 中央・長浦 

わらべうたであそぼう 通年 ０歳児～  長浦 

著者を囲む会 未定 成人 未定 

文芸講座（全４回） 未定 成人 中央 

名画鑑賞会 通年 成人・児童 中央・長浦・平川 

子ども映画会 通年 幼児から小学生 中央・長浦・平川 

図書館まつり １０月 一般 中央 

古本リサイクル市  ６月 市内在住・在勤・在学 長浦 

ブックスタート 通年 １歳６ヶ月検診時に開催 保健センター 

資料展示 通年  中央ギャラリー 
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長浦おかのうえ図書館に大活字本のコーナーを新設しました 
 これまで中央図書館にしか置いていなかった大活字の書架を長浦・

平川図書館に新しく設置しました。長浦では「住民生活に光をそそぐ

交付金」で購入した７６冊に,中央図書館から移管されたたあわせて４

００冊の大活字本をご利用下さい。 

大活字本は高齢者や視力の弱い方たちの為に大きい文字で印刷

された本ですが一般の方も利用できます。 

 

 

「住民生活に光をそそぐ交付金」でＤＶＤを購入しました 
「住民生活に光をそそぐ交付金」が交付されました。袖ケ浦市立図書館では、シニア世代を対象に大

活字本３７９冊とＤＶＤ６６点を購入しました。ＤＶＤは黒澤明や小津安

二郎それに山田洋次など巨匠と呼ばれる監督の作品を中心に購入し

ています。歴史に名を残す名作映画をご鑑賞下さい。 

                                                

蔵書点検にご協力ありがとうございました       

２月から３月初めまで袖ケ浦市の図書館・図書室で行った蔵書点検。おかげさまで無事終了することが

出来ました。残念なことですが行方丌明になった資料が少なからずあったのも事実。図書館では利用者

に図書館を利用するマナーをこれからも発信し続けていかなければいけないと考えます。 

丌明資料内訳                                      

館   名 館   名 

中央図書館        192冊 根形公民館図書室   3冊 

長浦おかのうえ図書館 110冊 平岡公民館図書室   8冊 

平川図書館        115冊 合計            428冊 

（平成２３年３月２日現在の数字です） 

４月・５月の図書館の映画会スケジュール            

※震災の影響でスケジュールが変更になる場合があります。 

中央図書館：山田洋次監督作品・洋画など２３点 

長浦おかのうえ図書館：黒澤明監督・小津安二郎監督作品など２９点 

平川図書館：木下恵介監督・成瀬巳喜男監督作品など１４点 

開催館 日 時 上映作品 対象 ジャンル 

中央 ４月 ２日（土）１１：００～１１：３５ かもさんおとおり 子ども アニメ 

中央 ４月２１日（木）１０：００～１１：４５ 慕情 大人 洋画 

中央 ５月１９日（木）１０：００～１１：４０ 青い山脈 大人 邦画 

長浦 ４月１３日（水）１０：００～１１：４０ 雨月物語 大人 邦画 

長浦 ４月２７日（水）１０：００～１１：３５ 近松物語 大人 邦画 

長浦 ５月１１日（水）１０：００～１１：４５ 黄色いリボン 大人 洋画 

長浦 ５月１４日（土）１１：００～１１：４５ 長い長いお医者さんの話 子ども アニメ 

長浦 ５月２５日（木）１０：００～１１：４０ 荒野の決闘 大人 洋画 

平川 ５月２０日（金）１０：００～１１：５０ 晩春 大人 邦画 

平川 ５月２０日（金）１６：００～１６：２５ タイムズ・スクエアの愉快な三匹 子ども アニメ 

 

新設された大活字本のコーナ

ー 

 

名作ＤＶＤの数々 

 

蔵書点検中 



特集：図書館の資料を大切に 
図書館の資料は市民の貴重な財産です。利用者の皆さんのほとんどの方が資料を丁寧に扱っていらっ

しゃいますが中には落書きや書込み、切り取りなど心無い行為をする方もいます。 

図書館では返却された資料は１点１点中身を確認して棚に戻しています。なお、破損がひどいと判断さ

れた場合などは弁償していただいておりますのでご理解お願いします。 

ここでは汚破損などで処分されたり、書庨へ移管されたかわいそうな本を紹介します。今後とも図書館

の資料は丁寧に扱っていただきますようお願いいたします。 

※基本的なマナー 

・水・飲み物・雨に濡らさない。（最も多いケースです。醤油やコーヒー・お茶などこぼさないように） 

・読んだ印をつけたりアンダーライン引き・書込み、付箋の貼り付けなどはやめましょう。 

・小さいお子さんにはかならず保護者の方といっしょに読むようにしましょう。 

・ペット（特に犬）にかまれて読めなくなった本も多々見受けられます。 

・カッターによる切り取りなどは言語道断。（雑誌・写真集に見られます） 

・ＣＤを扱うときはトレーが完全に開いてから静かに取り出してください。 

【破られてしまった本】 

   
【落書きや線引き】 

   
【水濡れ】 

   
【破損した資料】 

   



 

春休みおはなし会 森へ行こうよ！ 会場：長浦おかのうえ図書館 

 主催：むかしむかしの会 袖ケ浦市立図書館       平成２３年３月３０日（水） 
２階おはなしのへや 

１０：３０～１１：００「親子いっしょのおはなし会」 

対象：４歳～小学生（保護者も参加可） 親子でいっしょにおはなしの世界をたのしもう。 

 <プログラム> ３びきのくま おおきなかぶ ほか 

１１：００～１１：３０「わらべうたであそぼう」 

対象：０歳からの乳幼児とその保護者 ～みんなでたのしもう～ 

<わらべうた・てあそび・絵本> 

３階大会議室 

１３：３０～１４：００ 『はる』をつくろう！（工作） 

対象：４歳～ 参加費無料 ☆子どもたちだけで作れるかんたんでかわいい工作だよ☆ 

折り紙でかわいい立体のチューリップ 画用紙と色セロファンでカラフルすてきな魚 

１４：００～１５：００ 森のおはなし会 

対象：４歳～ 森や草原がでてくる楽しいおはなしやとっても大きい絵本を読むよ 

おはなし：マーシャとくま ほか 大型絵本：三びきのこぶた ほか 

 
                             ４月                       ５月 

                                                    

                       

 

白抜きの日が休館日です。      

開館時間 午前９時３０分から 

当面は午後５時まで                                                                

（通常は４月～９月：午後７時まで） 

※公民館図書室は午後５時まで    
     
  ６月 

 
 
 
 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

     １ ２ 

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

日 月 火 水 木 金 土 

1 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31      

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

編集後記 

夏目漱石の座右の銘に「韋編三絶」という言葉があります（出典

は孔子、易経）。韋編とは本を綴じた革紐のこと。それが三度切れ

るほど本を紐解き修理して使ったということですがそこまで本を愛

し大切にしたことに文豪の心意気が感じられます。 

今回汚破損になった資料を特集しました。志半ばでで散ってし

まった資料に対して申し訳ない気持ちが沸々と沸いてきます。資

料は丁寧に扱い擦り切れるほど利用されてこそ本望。図書館の資

料を利用する読書人には特に肝に銘じてもらいたいものです。     

 ＜ふくろう輩＞ 

 

図書館カレンダー 


