
 

 

 

 

 

 

 
         

 

図書館イメージキャラクター『トショロ』って？ 
 

袖ケ浦市立図書館のイメージキャラクター『トショロ』は、本の森にすむ妖精です。 

平成４年の７月より図書館のマスコットの公募を行い、同年１０月、応募総数１３５点の

中から決定しました。 

図書館で発行するおすすめ図書リスト「トショロ通信」や「ティーンズトショロ」、事業

のチラシ・ポスター、図書館だよりなどの中で活躍しています。 

これからも図書館と「トショロ」をよろしくお願いします。 
 

☆利用者の方が、トショログッズをたくさん作ってくれました☆ 

下記の写真は、市内在住の利用者の方の手作りのトショログッズです。 

さまざまな表情がかわいいトショログッズは、図書館内にも飾ってあります。来館されたときは、ぜひ  

さがしてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

図書館だより 
第３０号 平成２６年２月２７日 

袖ケ浦市立中央図書館〒299-0262 袖ケ浦市坂戸市場１３９３番地２ ℡0438-63-4646 

わたしが「トショロ」です。 

【市内在住の方に寄贈いただいた資料】 

郷土資料の収集・保存 

郷土資料とは、袖ケ浦市や千葉県などの地域に関する資料で、 

郷土資料の収集・保存は図書館の重要な役割のひとつです。 

袖ケ浦市立図書館では、袖ケ浦市や旧君津郡市に関する歴史、 

文化、産業等に関するさまざまな資料や、千葉県の行政資料など 

を収集しています。購入による収集のほか、市民の方にも郷土資 

料の寄贈の呼びかけを行っています。 

「袖ケ浦市、千葉県に関係する本」「自費出版された本」をお持ち 

でしたらぜひ図書館にご寄贈ください。 

図書館の資料として広く市民の皆さんの利用に供させて頂きます。 

 

 

 

 

トショロの図書館探訪 

【表情に注目、トショロの 

マグネット】 
【トショロのオーナメント】 【全２４種類！トショロの 

スタンプ】 



◇◆図書館の会議室等をご利用ください◆◇ 
 

今まで、図書館の会議室・視聴覚室等の施設は、原則として読書会・研究会などを行う図書館の 

登録サークルを対象に貸出していましたが、施設・設備の有効活用と市民サービスの向上のため、 

その他の団体・個人の方への会議室等の有料貸出を開始いたします。 

４月１日（火）以降の使用分から、ご利用いただけます。 

  ※使用目的等によっては貸出できない場合があります。ご不明な点は、お問い合わせください。 

 

【貸出対象施設・施設使用料金】 

●貸出対象施設及び使用料金は以下の通りです。 
 

中央図書館 （℡63-4646） 
貸出対象施設 1 時間あたり使用料 

第１会議室 

（５７㎡／収容：２４人） 
２３０円 

※市外利用者は左記料金の 

５割増し 

※冷暖房使用時は左記料金の 

５割増し 

第２会議室 ＜和室＞ 

（３３㎡／収容：１８人） 
２３０円 

視聴覚ホール 

（１０５㎡／収容：８０人） 
４７０円 

 

長浦おかのうえ図書館 （℡６４-１０４６） 

貸出対象施設 1 時間あたり使用料 

大会議室1 

（５７㎡／収容：２４人） 
２３０円 

※市外利用者は左記料金の 

５割増し 

※冷暖房使用時は左記料金の 

５割増し 

大会議室2 

（５７㎡／収容：２４人） 
２３０円 

視聴覚室 

（２２４㎡／収容：１２２人） 
９５０円 

 

附属設備使用料 

品   名 単位 1 時間あたり使用料 

マイクロホン １本 ８０円 

スライド映写機 １台 ２２０円 

ビデオプロジェクター １台 ４４０円 

ビデオデッキ １台 ２２０円 

ＣＤプレーヤー １台 ２２０円 

ＬＤプレーヤー １台 ２２０円 

ＤＶＤプレーヤー １台 ２２０円 

 

【申込方法】 
●使用日の属する前々月２６日以降の開館日から使用日までの間に、使用したい施設のある図書館の 

窓口にお申し込みください。 

   （例：４月中の使用の場合、２月２６日から受け付け） 

 



子ども読書の日記念事業 ２６年度もスタンプラリーを開催！ 
 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」により、毎年４月２３日は「子ども読書の日」と定めら

れています。袖ケ浦市立図書館でも、「子ども読書の日」の前後に、子どものための読書に関するイ

ベントを行っています。 

 
☆平成25 年度はこんな事業を行いました。 
○スタンプラリーの実施 
○おすすめ図書リスト「親子でどくしょ！」の作成・配布 

○おすすめ図書の展示 

 

☆平成 26年度もスタンプラリーを開催予定です。 
０歳から小学生を対象に、全館でスタンプラリーを開催予定です。 

子どもの本を読んで１冊返却するごとに、１個スタンプを押します。 

スタンプを２０個集めるごとに、図書館特製のプレゼントをお渡しします。 

ぜひお子さんといっしょにご参加ください。 

（くわしくは、広報そでがうら４月１日号でお知らせします。） 

 

 

 

桜、さくら、サクラ ～図書館職員のおすすめ本～ 

「桜」にまつわる図書館職員のおすすめ本を集めてみました。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本の桜」 
 勝木 俊雄／著 学研 

◆ 請求記号 479 カ （中央・長浦・平川で所蔵） 

 サクラの種、サクラの栽培品種、サクラの仲

間の三部で構成されたコンパクトな図鑑。桜と

いえばソメイヨシノと思い込んでいましたが、

「オカメ」「薄墨」「衣通姫」などなど、品種の

多さに驚きました。各品種について花のカラー

写真、花弁数、がくの形状などの情報が記載さ

れおり、見かけた桜がどの品種なのか調べられ

るようになっています。 

「花の模様切り紙」 
 大原 まゆみ／著 誠文堂新光社 

◆ 請求記号 754 オ （平川で所蔵） 

 季節ごとに咲く花の美しさを、切り紙で表現

した作品集。全作品の型紙付きで、季節ごとの

花から小物まで１１２点が収録されています。

大胆にデザイン化された花の図案は、見ている

だけでも楽しいです。 

桜の切り紙は「サクラ」、「サクラの葉っぱ」、

「ヤエザクラ」、「満開の桜」の４種類が掲載さ

れています。 

「桜憑き」 
 井上 雅彦／監修 光文社 

◆ 請求記号913.6サク （中央で所蔵） 

 井上雅彦が監修する「異形コレクション・綺

賓館」シリーズ第 3 弾は、花と桜をテーマにし

た短編のアンソロジーです。 

坂口安吾「桜の森の満開の下」、梶井基次郎「桜

の樹の下には」などの名作と、菅浩江、五代ゆ

う、森真沙子など現代人気作家の書き下ろし短

編で構成されています。妖しくも美しい物語 

２０篇は読み応え十分です。 

 

「さくら」 
長谷川 摂子／文 矢間 芳子／絵・構成 

福音館書店    

◆請求記号 Eハ （全館で所蔵） 

 わたしはき。さくらのき。なまえはソメイヨ

シノ。もうすぐはながさきます… 

四季とともに移り変わる１本の桜の木の姿

を、美しいイラストとリズミカルな文章で描き

だします。ヒヨドリとスズメの花の蜜の吸い方

が描き分けられていたり、よく見ると葉っぱに

緑の毛虫がいたりと絵の精密さに感動です。 

２６年度のプレゼントは「どう

ぶつのマグネット」「フェルト

でつくった、かわいいマグネッ

ト」「おりがみでつくった、つ

よそうなくわがた」「マトリョ

ーシカ」などなど。何が当たる

かお楽しみ！ 



☞図書館ニュース 

●春休みおはなし会を開催します 

「みんなで冒険の旅に出発だ～！」 
 
今年度の春休みおはなし会のテーマは、「みんなで冒険の旅に出発だ～！」。 

ドキドキするような楽しいおはなしがいっぱいです。おはなしを聞いて、紙飛行機

作りにチャレンジをして、春休みの１日を楽しく過ごしませんか？予約不要、参加費

は無料です。お気軽にご参加ください。 

 

日時 ３月２７日（木） 午前１０時３０分～午後３時 

会場 中央図書館 ２階 

問い合わせ 中央図書館 63-4646（むかしむかしの会と共催） 

 イベント名 時間 対象 内容 

① 親子いっしょの 

おはなし会 

10:30

～

11:00 

４歳～小学生 

※保護者も参加可 

おはなしと手遊びと絵本の読み聞

かせ。 

② わらべうたであそぼう 11:00

～

11:30 

０歳からの乳幼児

とその保護者 

わらべうたあそびと絵本の読み聞

かせ。 

③ つくってあそぼう！紙

飛行機 

13：30

～ 

14：00 

４歳～小学生 

※保護者も参加可 

よく飛ぶ紙飛行機をつくります！

子どもだけでも作れる簡単な工作

です。みんなでギネスに挑戦しよ

う！ 

④ 大型えほんとおはなし

会 

14:00

～

15:00 

４歳～小学生 

※保護者も参加可 

大型絵本の読み聞かせとおはなし

の語りを行います。 

 

図書館・図書室の開館日  ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★  

☆開館時間 中央・長浦おかのうえ・平川図書館 午前９時３０分から午後６時まで（１０月～３月） 

根形・平岡公民館図書室      午前９時３０分から午後５時まで（通年） 

☆図書館の休館日 

３月の休館日 
３日（月）、１０日（月）、１７日（月）、２４日（月）、 

２８日（金）、３１日（月） 

４月の休館日 
７日（月）、１４日（月）、２１日（月）、２８日（金）、

３０日（水） 

５月の休館日 １２日（月）、１９日（月）、２６日（月）、３０日（金） 

                          
◎４月から９月までは中央・長浦おかのうえ・平川図書館の閉館時間が午後７時に変更になります。 
 
 蔵書点検へのご協力ありがとうございました。 

２月には各館を順番に休館し、蔵書点検を行いました。利用者の皆様にはご迷惑を
おかけしましたが、ご協力ありがとうございました。蔵書点検の結果については、次
号の図書館だよりでお知らせいたします。 


