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 おすすめ図書 「のんびり過ごすお家時間に読みたい本」 

 今は何をするにも感染症予防ということで、今までとは違った生活が続き、疲れやストレスがた

まっている方も多いと思います。こんな時はお家でのんびり本を読むのはいかがですか。図書館職員

がおすすめの本をご紹介します。お家時間のお供に、是非お手にとってみてください。 

ウェン王子とトラ  ５歳くらいから 

チェン ジャンホン／作・絵    平岡 敦／訳 

徳間書店 2007.06 中央・長浦・平川に所蔵【Ｅチ】 

猟師に子どもを殺された母トラが、夜ごと村をお

そうようになり、こまった王は国の占い師の予言に

従い、幼いウェン王子をトラにさし出します。人間

を憎みながらも幼い者を愛する気持ちを忘れなかっ

たトラと、トラのもとで強く優しい少年

に育ち、人と獣の世界を結ぶ存在となる

ウェン王子の絆を描きます。読後に一本

の映画を観たような感覚を味わえる壮大

な物語です。 

絵本のようにめくる世界遺産の物語 

村 山  秀 太 郎 ／ 監 修  昭 文 社  2020.06    

中央に所蔵【709エ】 

 当時栄華を極めたお城や宮殿、敬虔な祈りや信仰

を伝えるお寺や教会などさまざまな魅力あふれる世

界遺産。眺めているだけでワクワクするような美し

い写真とともに、思わず誰かに話したくな

る世界遺産にまつわる物語が展開していき

ます。いつもと少し違った旅の気分を味

わってみませんか？ 

 

暮らしに役立つ生活講座 

「今、気をつけたい！悪質詐欺について」 

日時  １１月１２日（木）午前１０時～正午 
被害を未然に防ぐためのポイントや最

新の手口、急増している「特殊詐欺」に

ついて学ぶための講座です。 

 １０/１～受付  ☎ 64-1046 

長浦おかのうえ図書館 

なめき  ようこ 

講師  行木 陽子 （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 ５０名（申込先着順） 

おうち 

コーヒーの事典  田口 護／監修 

成美堂出版 2008.04 中央・長浦に所蔵【596コ】 

コーヒーはお好きですか。この本は豆を選ぶと

ころから、豆を挽いて、淹れて、飲むところまで

全てを楽しめる内容になっています。基本をさ

らった後は淹れ方による味の変化やコーヒーをア

レンジしたドリンク等…更に知識が深ま

ります。いつも飲んでいるコーヒーに少

し丁寧に向き合って、お家でのコーヒー

タイムをお楽しみください。 

こまったさんのレシピブック   

寺村 輝夫/レシピ原案    岡本 颯子／絵  

さわのめぐみ/レシピ監修 

あかね書房 2020.02 中央・長浦に所蔵【596コ】 

絵本でおなじみのこまったさんがレシピ本になり

ました。スパゲッティやカレーライスなど１０種類

のメニューのレシピを、物語にあわせて写真つきで

再現しています。最後はこまったさんがお料理を作

りすぎてしまって…。もちろんムノくんも登場しま

す。 



「秋のトショロ月間  読書の秋！そうだ！図書館へ行こう！」 

 

 秋の読書週間（１０月２７日から１１月９日）を含ん

だ１か月間（１０月24日（土）から11月２３日（月・

祝））、展示やイベント盛りだくさんの「秋のトショロ

月間」を開催します。予約が必要な催しもありますので

ホームページやチラシで確認、申し込みの上、ご参加く

ださい。ここでは図書室としては初めての試みでもある

イベント「食べてみたいごちそうに投票しよう！」をご

紹介します。あなたの食べてみたいごちそうは何です

か？沢山のご参加お待ちしています。 

４月に実施できなかったスタンプラリーを、今年度は「秋のこどもス

タンプラリー」として開催します。子どもの本の返却冊数に応じてスタンプ

を押していき、スタンプが２０個たまるごとに素敵なプレゼントをお渡しし

ます。期間中のおはなし会や秋のトショロ月間「青空かみしばい劇場」に参

加してもスタンプを押しますので、あわせてご参加ください♪ 

台紙配布期間 10月10日（土）～11月23日（月・祝） 

スタンプ押印期間 10月24日（土）～11月23日（月・祝） 

場所 全ての図書館・公民館図書室    対象 0歳から小学生 

「秋のこどもスタンプラリー」 

〈ごちそうえほん大集合〉 

食べてみたいごちそうが登場する絵本の投票場所にシール

を貼ってください。図書室ごとに投票する「ごちそうえほ

ん」が違うので、両方の図書室に行ってみよう！子どもか

ら大人までどなたでも投票できます。 

期間 10月24日（土）～11月23日（月・祝） 

場所 根形・平岡公民館図書室 

夏のトショロ月間  ご参加ありがとうございました 
 今年の夏のトショロ月間は、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、例年とは違い展示をメインと

した事業を展開し、延べ６０１名の方に参加いただきました。事業の様子をご覧ください。また各事業の

参加者数をご報告します。 

図書室で「宝さがし」  

～えほんや読み物の中にかくれている宝物をさがそう！ 

 ５０名 

おしえて！きみのすきな本 １３６名 

読書感想画を描こう！  １７名 

絵本のおたのしみ袋 １４０名 

展示 わたしだけの「けむりのきしゃ」 

（昭和小学校１年生） 

１１８名 

展示 「図鑑の使い方」（昭和小学校３年生） １０６名 

展示 蔵波中学校美術部の作品展示  ３４名 

平川図書館 

根形公民館図書室 

それぞれが好きな本を

絵にしました。おはな

しが思い浮かぶような

素敵な感想画が出来上

がりました。 

すきな本は何ですか？自分

の好きな本を他の人にも読

んでもらえたら嬉しいです

ね。今年はぬりえもあって

華やかでした。 

予告 

テーマごとに絵本を

ラッピングしておたの

しみ袋にしました。素

敵な本との出会いは

あったでしょうか。お

たのしみ袋は全て貸出

されました。 

 
 スタンプ20個でトショロのレイ

ンボーメモ、40個でスターキャ

ンドルがもらえます。 

平岡公民館図書室 

食べてみたいごちそうに投票しよう！ 



 著者は袖ケ浦市の小中学校において21年間、司書教諭や教諭と連携し、学校図書館を使って授業や活動の支援

を行ってこられた学校司書です。子どもたちの主体的・対話的な深い学びを実現していくための授業や活動を、学

校図書館だけではなく公共図書館、郷土博物館等とも連携して、どのように資料や情報を提供し支援するのか、ま

たどのように子どもたちの理解や意欲を引き出し学習成果に結びつけていくのか、そのアプローチの方法が具体的

に説明されています。 

 今年、１年生と3年生の子どもたちのその成果を8月に中央図書館児童室に週替わりで展示し、たくさんの方に

見ていただきました。作品は素晴らしいものが多く、明るく積極的な和田先生にみんな励まされて頑張って取り組

んだんだな、と感じました。この素晴らしい取り組みを、多くの方に知っていただきたいと思います。 

「主体的な学びを支える学校図書館」   

和田幸子 著  少年写真新聞社 2020年8月20日発行 

中央・長浦所蔵 017 ワ 

 昭和小学校の学校司書和田先生

の著書をご紹介します。中央と

長浦に所蔵があります。是非お

手にとってみてください。 

ビジネスコーナーを設置しました。仕事に役立つ本あります！ 

６月から、長浦おかのうえ図書館に「ビジネスコーナー」を設置し

ました。プレゼン資料の作り方、起業、転職、店舗経営などの資料

を集めました。今のお仕事をさらに充実させたい方、これから就

職・転職・企業等を考えている方は、ぜひご利用ください。 

図書館のホームページのビジネスコーナーのページでは、ビジネス

コーナーに置いてある本の一覧へのリンクのほか、仕事に役立つ調

べ方案内やリンク集も紹介しています。ご活用ください。 

紹介します 

おはなし会・名画鑑賞会が再開！ ～利用方法を一部変更しました～ 

新型コロナウィルスの感染拡大予防のため開催方法を下記のとおり変更しました。また、参加いただく際に

は、自宅での検温、マスクの着用、手洗いもしくはアルコール消毒液での手指の消毒、５分前までの受付を

お願いしています。 

 おはなし会 名画鑑賞会  

☆事前予約ができるようになりました。 

☆定員変更 中央80名→20名 長浦120名→50名 

☆開催頻度変更 

  中央 月1回→隔月（奇数月）  

  長浦 月2回→月1回 

  平川 隔月→当面の間開催しません 

【図書館ＨＰより】 

☆事前予約ができるようになりました。 

 予約はお子さんのみです。 

☆定員 中央12名  長浦12名  平川6名 

☆対象 ４歳～小学生まで 

☆その他  おはなし会の間はマスクを着用して、

着席してください。当日定員に空きがあれば、予約

のないお子さんや保護者の方も参加できます。 

※開催予定や予約方法等の詳細は図書館ホームページやツイッター等でご確認ください。広報そでがうらにも

掲載しています。（ホームページ、ツイッターは最終ページのＱＲコードから） 

ホーム＞資料案内＞ビジネスコーナー  

 https://sodelib.jp/doc_guide/business/ 

長浦おかのうえ図書館以外にも仕事に活用できる本を

全館で多数所蔵しています。詳しくは上記のページを

ご覧になるか、職員にお尋ねください。 

https://sodelib.jp/doc_guide/business/


 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） 

 

 ９月の休館日   ７日(月)、１４日(月)、２８日(月)、３０日(水) 

１０月の休館日   ５(月)、１２日(月)、１９日(月)、２６日(月)、３０日（金） 

１１月の休館日   ２日(月)、９日(月)、１６日(月)、２７日(金)、３０日(月) 

 今年は感染症予防に気をはり、マスクをつけながら過ごす夏で、いつも以上に疲れがたまって

いませんか。個人的には野球観戦を自粛しています。自粛生活はもうしばらく続きそうなので、

自分なりのストレス解消、新たな趣味を模索してみようかと思う今日この頃です。（かみ）                                         

図書館の情報をチェックしよう！

メールマガジンの登録、Twitterの

フォローお待ちしております。 

 

☆図書館の休館日 

 

利用者アンケートへのご協力ありがと

うございました 

 図書館では８月6日から８月23日まで利用

者アンケートを行いました。お忙しい中、快

くご協力頂きありがとうございました。皆様

の貴重なご意見は今後の図書館の運営、事業

展開に生かしていきます。結果については別

途ご報告します。 

お知らせ 
図書館・図書室に 

「返本ボックス」を置きました。 

子どもの頃、土曜日のピアノのおけいこの後の私と２つ下の妹のお楽しみは、K図書館へ

の寄り道でした。そこは、教員を辞められたK先生のお庭にあった離れで平屋の木造建て、

玄関で靴を脱いで板敷の床に上がっていました。四方の壁に沿って書棚があり、真ん中に

は閲覧用のテーブルと椅子もありました。子どもの本もありましたが、当時小学校高学年

だった私が何よりうれしかったのは、手に取りやすい大人の本がたくさんあった事です。

赤川次郎や星新一、アガサ・クリスティーに初めて出会いました。子どもの本に少し物足

りなさを感じていた私の読書欲を満たしてくれる格好の場所だったのです。時々背伸びを

して、淡いグリーン色の装丁の岩波文庫の愛蔵版を開いてみたり、午後のひと時を過ごし

た後は、備え付けの大学ノートに本のタイトルと自分の名前を書いて本を借り、家路につ

きました。                 （ いつでもトショロ推し！ ）                   

棚から出した本で借りない本や返す場

所がわからなくなてしまった本は、返

本ボックスに入れてください。本来の

場所ではない棚に置くと、本が見つけ

られなくなってしまいますので、ご協

力をお願いします。 

今回のコラムは

図書館職員から

お届けします。 

利用者の皆さんへのお願い 「図書館の新しい利用の仕方について」 

 図書館では利用者の皆様に安心して図書館に来館、ご利用いただけ

るよう、当面の間の利用について、利用者の皆さんにご協力をお願い

しています。ご不便に思われることもあるかと思いますが、ご協力を

お願いします。 

１．マスクの着用をお願いします。 （２歳以下のお子さんを除く） 

２．熱がある、体調がいつもと違う、そんな時は来館を控えてください。 

３．手指の消毒や手洗いをお願いします。消毒薬、石鹸を設置しています。 

ホームページ

ＱＲコード 

メールマガジン配信

ＱＲコード 

公式ツイッター

ＱＲコード 


