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 読書の秋  

秋の夜長に読書を楽しみませんか 

 秋と言えば…食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋、芸術

の秋…色々思い浮かぶと思いますが、図書館だよりと言う

ことで「読書の秋」をイチ押しします。図書館職員が秋に

読みたい本のお勧めを紹介します。秋の夜長のおともにい

かがでしょうか。 

 

 

   臨時休館のお知らせ 

（市内全館） 

 

 袖ケ浦市立図書館では蔵書情報や利用記録等を管理する電算システムの更新を

行います。更新作業に伴い、下記の期間は市内全館休館とさせて頂きます。利用

者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。また期間中に、

併せて蔵書点検も行います。 

 令和元年１１月２５日(月)～令和元年１２月４日(水) 

「ドングリさんぽ手帖」 

ポケット版，名前と見分け方が楽しくわかる！ 

宮國晋一 写真・文  世 界文化社  2018.09 

【657ミ】 長浦に所蔵 

日本産のドングリ２２種すべてを紹介する図

鑑。各ドングリの形態の多様性がわかるよう、

実物大の写真が２０．３０点載っている上、木

の樹形、葉、幹など、識別のポイントを詳しく

解説してあり、初めての人でも拾ったドングリ

の名前がわかります。ポケットに入るサイズも

嬉しい、秋の散歩が楽しくなる本です。 

「めんたべよう！」 

 小西英子 さく（２才くらいから） 

福音館書店 2018.09 【Ｅカ】 全館に所蔵 

 食欲の秋ということで、児童書からはこの絵本

を紹介します。うどん屋さん、スパゲッティ屋さ

ん、おそば屋さん、ラーメン屋さんで何を食べよ

う？登場する麺料理はどれも、湯気やだしの香り

が漂ってきそうなくらい、特徴をとらえた絵で描

かれています。読めばきっと麺を

食べたくなる、食欲を刺激する絵

本です。 

「夜のピクニック」  

恩田陸 著  新潮社 2004.07 

【913.6オン】 全館に所蔵  

ある町の高校では秋の一日をかけて「歩行祭」

という高校最後の大事な行事があります。この行

事は朝８時から翌朝８時の２４時間の間、８０㎞

をひたすら歩くというものです。後半の自由歩行

ではそれぞれの「一番の友達」とゴールを目指し

ます。長距離、それも深夜の歩行という非日常の

中で彼らはかけがえのない思い出作りを体験する

のです。青春小説の金字塔ともいえる作品です。 

「アイルランド幻想」所収 『冬迎えの祭り』  

ピーター・トレメイン 著 甲斐萬里江 訳  

光文社 2015.07【Ｂ933ト】中央に所蔵 

 マフィアの一員である夫から逃れ、幼い息子の

マイクとともにアイルランド山中のコテッジを訪

れたケイティ。コテッジの鍵を預かる老人は、マ

イクが空想上の友達を“ショーン・ルア”と呼ぶ

ことを聞くと、小屋の中の十字架を確認し、サ

ウィン・フェシュ（ハロウィン）の晩には家から

決して出ないことときつく忠告しますが…。アイ

ルランドの妖精譚に想を得た幻想的な短編です。 



特集 秋のトショロ月間  

10月19日（土）～11月24日（日）  

 
  今年も秋の読書週間（10月27日～11月9日）を含んだ

1か月間「秋のトショロ月間」を開催します。「読書の秋！

そうだ、図書館へ行こう！」をテーマに展示やイベントが盛り

だくさんです。イベントの一部をご紹介しますので、是非ご家

族やお友達とお越しください。 

 
 

映画鑑賞会 ～図書館で楽しむオペラ～ 

 「カヴァレリア・ルスティカーナ」 

 １９８２年に収録した２人組の男女の愛憎劇を描

いたイタリアの名作オペラを上映します。 

※社会教育推進員の前説があります。 

歌手 プラシード・ドミンゴ（テノール） 他 

日時 11月７日(木) 1０：０0～１１：１５ 

場所 中央図書館 ２階視聴覚ホール 

対象 成人の方   定員 ８０名 

要予約 

10/1～受付開始 

イベント名 参加人数 

平岡公民館図書室レファレンスデー    ５名 

書庫探検   ２１名 

じぶんでピッ！してみよう  １００名 

マザーグースでてあそび   ３１名 

はらぺこあおむしの手づくり工作  １１０名 

子ども映画会  ３１５名 

夏休みおはなし会  ２０１名 

ちょっぴりこわいおはなし会  ２０６名 

おはなしのじかん   ７０名 

おはなし会   ５３名 

わらべうたであそぼう   ４５名 

すきすき絵本タイム   １３名 

えほんのへや   ２４名 

イベント名 参加人数 

※袖高とコラボ！親子いっしょのおはなし会   ４４名 

※わらべうたであそぼうとえほんのへや   ５５名 

※つくってあそぼう   ３４名 

※おおがたえほんとおはなし会   ２５名 

紙花教室   １８名 

かみのおはなやさん   ３８名 

おかのうえ人形劇団 ももたろう   ５２名 

おしえて！きみのすきな本  ４８１名 

蔵波中学校音楽部定期演奏会  １５７名 

昭和中学校図書委員おすすめ図書展示   ３１名 

蔵波中学校美術部員作品展示   ３４名 

    合         計 ２，１６３名 

 7月18日(木)から8月18日(日)まで「図書館で夏をすずしくた

のしもう！」をテーマに夏のトショロ月間を開催しました。夏休

み期間ということもあり、下記のとおりたくさんの参加をいただ

きました。ありがとうございました。 

複数回開催したイベントもあるため、人数は延べ人数です。 

また※印は「なつやすみとしょかんであそぼう」で行ったイベ

ントです。 

 その他のイベントはチ

ラシ、広報、ホームペー

ジやツイッター等でお知

らせしますので、お見逃

しなく！！ 

報告１ 

 夏のトショロ月間 

 暮らしに役立つ生活講座 

   「老後の生活設計のあり方」 

 自分自身、または家族の「もしも」の時に備えて、老

後のお金のこと、葬儀やお墓のトラブル回避のことを考

えます。 

 日時 11月14日（木）10：00～12：00 

 講師 武田 佳代子 

 （千葉県金融広報委員会金融広報アドバイザー） 

 場所 長浦おかのうえ図書館 ３階視聴覚室 

 対象 成人の方    定員 ８0名  

 申込先 電話、または図書館・図書室の窓口へ 

     中央図書館 63-4646 

     長浦おかのうえ図書館 64-1046  



    報告２：夏のトショロ月間   

８月７日  はらぺこあおむしの手づくり工作  

 絵本「はらぺこあおむし」を題材に、対象年齢別の

工作４種類の中から好きなものを選んで作りました。

当日は部屋の外の廊下まで列ができる程、盛り上が

り、会場は子どもたちの声であふれていました。 

８月４日（長浦）、８月１８日（中央） 

 じぶんでピッ！してみよう  

 図書館の人になったつもりで本をピッ！バーコー

ドを読み込んで本を貸出する体験をしました。特製

のエプロンをつけた可愛い図書館員さんたちが一生

懸命お仕事をしてくれました。  

７月２４日  マザーグースでてあそび  

 イギリスの英語のわらべうた「マザーグー

ス」の曲に合わせて大人から子供まで楽しめる

手遊びと、関連の絵本の展示を行いました。 

おしえて！きみのすきな本 

 たくさんの子どもから好きな本、おすすめ

の本の紹介がありました。だれかのおすすめ

の本をだれかが読んで…本の輪が広がってい

きます。 

 

  こんなイベントがありました！  

７月３０日 書庫探検 

 普段入ることのできない図書館の書庫を探

検。探検後は自分の誕生日の出来事を調べな

がら、図書館の使い方を学びました。初めて

入る書庫に子どもたちは少し緊張しているよ

うでした。 

 たくさんあった期間中のイベントの一部を、イベントを

こっそり覗いていたトショロの絵日記からご紹介します。  

トショロの 

 絵日記 

【大盛況の夏休みおはなし会】 

８月１日  袖高とコラボ！ 

      親子いっしょのおはなし会 

 「なつやすみとしょかんであそぼう」のイベン

トの一環で、袖高生がおはなし会に来てくれまし

た。子どもたちも熱心に耳を傾けていました。お

はなし会の終わりには願いごとをしておはなしの

ろうそくを吹き消しました。 



メールマガジン配信 

登録ＱＲコード 
図書館ホームページ 

ＱＲコード 

図書館公式ツイッター 

ＱＲコード 

 スマホを見ていたら又吉直樹さんが今迄読んだ3000冊の本の中で1冊を勧

めるなら、遠藤周作著「深い河」だという文が目に入ってきた。1993年初版

で私は確かに読んだはずだが、内容は全く記憶がない。早速図書館に行き古び

た本を借りて読んだが単なる小説として読んだら何だかなぁという感じになり

そうだが、２６年ぶりに読むと今の私には、いかに心の中を見つめるかの人生

の指南書となった気がする。一度ではどう解釈すれば良いのか理解しきれず又

すぐ借りて読んでしまった。偶然にここ3年毎年インドへ旅していたので、余

計この本が問いかける意味が深く染み渡って感じられた。 

 私が仲良くしているインド人が6月に日本に来た時に何げなく「深い河」の

話をしたら、彼の実家で映画撮影が行われたのを子供の時に見ていたので、本

の内容も良く理解していたのには驚きだったが、全てが私には導かれた道に思

えた本でした。       （図書館社会教育推進員  ぶーちゃん） 

図書館・図書室の開館時間と休館日  

☆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） 

                          午前９時３０分から午後７時まで（４月～９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                             

 ９月も後半、秋到来と言いたいところですが、天気予報によるとまだ暑くなる日があるようです。先日の台

風では市内でも大きな被害がありました。罹災された方々には心よりお見舞い申し上げます。全国各地からの

復旧支援に、普段見かけることのないナンバーの車両を多く見かけます。１日でも早く皆さんに日常が戻りま

すよう、切に願っております。                           （かみ） 

 

９月の休館日  ２日(月)、 ９日(月)、２７日(金)、３０日(月) 

１０月の休館日  ７日(月)、２１日(月)、２８日(月)、３１日(木) 

１１月の休館日 １１日(月)、１８日(月)、２５日(月)～３０日(土) 

  
 袖ケ浦市立図書館ではホームページの他、メールマガジン（月１回発行）、ツイッター（随時発信）で 

イベントのお知らせなどを発信しています。興味のある方は下のQRコードからアクセスしてみてください。 

 

  リレーコラムも第３回を

迎えました。今回は図書館

事業にご協力いただいてい

る社会教育推進員の方へ寄

稿をお願いしました。 

１ページ目にも掲載しましたが、下記の期間は臨時休館となりますのでご利用の方はご注意ください。

令和元年１１月２５日(月)～令和元年１２月４日(水) ※市内全館休館です 

Twitterのフォロー、

メルマガの登録 

お待ちしています。 


