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令和３年４月から根形・平岡公民館図書室は専任職員の出勤が隔日となりました。専任職員の不在

日は利用できないサービスがあります。利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協

力をお願いします。専任職員の出勤日は下記のとおりとなりますが、事業や月末館内整理日の日程

により変更となる場合があります。ご不明な場合は中央図書館までお問い合わせください。 

根形公民館図書室 平岡公民館図書室 

問い合わせ先：中央図書館                

０４３８－６３－４６４６ 

専任職員の出勤日（原則） 

※出勤日は変更になる場合があります。 

水・金・日 火・木・土 

※専任職員不在日には下記の対応ができません。 

・利用者への図書室の案内（新規登録、問い合わせ、資料複写）    

・公民館図書室資料の内容確認 

・至急の資料への予約割当    ・インターネット端末の利用 

・ビデオテープの館内視聴    ・借受資料の貸出 

専任職員不在日の貸出、返却については公民館職員が

対応いたしますので、公民館窓口へお声かけください。 

根形・平岡公民館図書室について 

えんふねにのって 

ひがし ちから／作 ＢＬ出版（４才くらいから） 

2006.3刊 【Ｅヒ】全館に所蔵 

まきちゃんの幼稚園は川のそばにあるので、園児たち

は「えんバス」ならぬ「えんふね」に乗って通いま

す。舟は、川の中の魚にさわったり、橋の上からトマ

トの差し入れをもらいながら進みます。丸太が川をふ

さいでいたのでクレーン車が「えんふね」ごと持ち上

げると、町を見下ろしてまるで舟が空を飛んでいるみ

たいでした。そして舟はまた川を進み、幼稚園に到着

しました。颯爽とした涼しさを運んでくれる絵本で

す。 

彩りの海 

鍵井靖章/著 パイインターナショナル 2015.4刊 

【748カ】 中央に所蔵 

この写真集は、誰も行ったことがない海や珍しい生き

物ではなく、興味を持てば誰でも出会える景色や生き

物が撮影されています。ありふれた海でももぐってみ

ると、透き通るような青や海藻の鮮やかな緑、カラフ

ルな魚たちなど、海底には、実にたくさんの色がちり

ばめられています。一面に広がる色彩やかわいい魚た

ちによる海の世界を堪能してみてください。 

涼しい暮らしのアイデア帖～節電しながら夏を快適に 

アスペクト編集部/編 2011.7刊        

【590ス】 中央・長浦に所蔵 

読んで名のごとく、夏を涼しく快適に過ごすためのヒ

ントが沢山詰まっています。吹き抜ける風に、植物の

グリーン、打ち水と文字を並べただけでも涼しい気が

してきませんか。涼しい暮らしは節電につながるとい

う視点から書かれていますので、電力不足が懸念され

る今夏に向け、エコな生活を手に入れましょう。 

夏本番を前に、「夏を涼しく快適に過ごす」をテーマに本をご紹介します。物語の内容から、見た目、

食や暮らしの中から…皆さんが暑い夏を快適に過ごすお手伝いができれば幸いです。 

知識ゼロからの甘酒入門 

石澤清美/著 江田証/医学監修 幻冬舎 2018.7刊 

【596イ】 長浦に所蔵 

栄養や健康作用も広く知られるようになった麴菌は日

本人の食文化に欠かすことのできないものです。暑い

季節になると心配なのが、夏バテや熱中症。甘酒は冬

場に温めて飲むという印象がありますが、俳句では夏

の季語にもなっています。近年、疲れの溜まりやすい

夏にオススメの飲み物として注目されている甘酒の秘

密を知り、甘酒を使った料理術を学び、体内の代謝を

改善してみましょう。 

NEGATA 

HIRAOKA 



報告：袖ケ浦市市制施行３０周年記念 「こどもの読書週間記念行事」 

 

 ４月２３日から５月１２日は「こどもの読書週間」、４月２３日は「子ども読

書の日」と定められており、図書館では毎年記念行事を行っています。今年度も子どもたち

が読書に親しむきっかけづくりとして、スタンプラリーやおすすめ図書のリスト配布貸出冊

数の拡大等を実施しました。また今年度は市制施行30周年にあたり、袖ケ浦市にまつわる

スタンプラリーの台紙や景品を作成し、中央図書館ラウンジ展示「～袖ケ浦市市制施行30

周年記念～袖ケ浦市のあゆみ」と連動したラウンジ展示クイズも行いました。                         

 スタンプラリー開催期間中には沢山の本を抱えたお子さん連れを多く見かけました。最終

的に参加者数861人、スタンプ２０個達成者が344人、４０個達成者は159人でした。沢

山のご参加ありがとうございました。これからもぜひ読書を楽しんでください！ 

蔵書点検を実施しました 

 蔵書点検とは、図書館にある全ての資料

があるべきところにあるか、１冊１冊バー

コードを読み込んで所在を確認する作業で

す。令和２年度は当初の実施予定期間が臨

時休館となったため、全館で予定を前倒し

して実施しました。点検の結果、不明本に

ついて右の表のとおりとなりました。 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

中央図書館 ３８ 113 54 

長浦おかのうえ図書館 ４３ 81 15 

平川図書館 ４７ 19 9 

根形図書室 ２ 6 6 

平岡図書室 ０ 2 8 

全館合計 １３０ 221 ９２ 

 図書館の本は、たくさんの方に利用してもらうための大切な財産ですが、貸出処理をされずに持ち出さ

れる不明本が残念ながら存在します。平成２６年には防犯カメラを設置し、以降も排架作業や書架整理を

はじめとするフロアワークの徹底とポスター掲示等を行っていますが、ゼロにはならない状況です。今後

も不明資料の防止策に努めてまいりますので、利用者の皆様のご協力をお願いいたします。 

「図書館でブックスタート」を始めました！ 

今まで市の４か月児教室（保健センター）で実施していたブックスタートを、令和3年度からは図書館でも毎月

1回行っています。ボランティアによる読み聞かせの体験後、図書館で選んだ幼児向け絵本が入ったブックスター

トパックをプレゼントしています。４、５月に参加した方たちは、読み聞かせを楽しんだ後、児童室にも立ち寄

り、図書館を満喫していました。皆さんのご参加お待ちしています。 

 日時 毎月第３火曜日（祝日の場合は変更になる可能性があります。） 

午前10時30分～11時30分まで15分ごとに5枠（申込先着順） 

※実施時間は15分程度 

場所 中央図書館2階 第一会議室 

定員 １５組まで    対象 市内在住の1歳未満のお子さんとその保護者 

※生後４か月前のお子さんも参加できます。 

※対象のお子さんはどなたでも参加できますが、ブックスタートパックの 

配布は一人１回限りです。 

持ち物 対象のお子さんの母子手帳  予約 中央図書館にて電話で受付します。 

 ※開催日や予約開始日等については、図書館ホームページでご確認ください。 

【メモ帳をもらってニッコリ】 

【ママも赤ちゃんの反応にびっくり！】 

ホームページのブックスタート
のページはこちら→ 



夏のトショロ月間を開催！    

7/16（金）から8/17（火）まで        

今年の「夏のトショロ月間」は集会事業は全て予約

制で実施します。イベントごとの参加可能人数も

例年より少なくなっていますので、早めの予約を

おすすめします。 

予約は開催館へお電話で。 

中央図書館：0438-63-4646 

長浦おかのうえ図書館：0438-64-1046 

平川図書館：0438-75-7392 

 

7/18 (日) 

7/２９ (木) 

8/1０ (火) 
８/1２ （木） 

8/1５（日） 

夏のトショロ月間中のおはなし会 

①7/18（日）平川 14：00～14：30              

②７/24（土）中央 １４:００～14:３０                         

③7/27（火）中央 10：30～11：00            

「ちょっぴりこわいおはなし会」                 

④7/31（土）長浦 14：00～14：30                          

⑤8/3（火）中央 10：30～11：00               

「袖高とコラボ！親子いっしょのおはなし会」 

⑥8/8（日）長浦 14：00～14：30                          

⑦8/13（金）長浦 10：30～11：00            

「ちょっぴりこわいおはなし会」                    

⑧8/15（日）中央 14：00～14：30                           

「市内小中学校、幼稚園の作品展示」 

〇昭和中学校図書委員の児童室飾りつけと                 

おすすめ図書の展示（中央）       7/16～8/29 

〇蔵波中学校美術部作品展示（長浦） 7/17～7/31 

〇中川幼稚園園児の作品展示（平川） 7/16～8/17 

平川図書館 

恒例の「おしえて！きみのすきな本」       

「宿題おたすけコーナー」も全館で実施します！ 

☆つくってあそぼう！～バランスとんぼ～

（６/１５～受付中） 

☆おりがみでおてがみをつくろう       

（7/1～受付開始） 

時間 13：30～14：15                      

内容 手紙をテーマにした絵本の読み聞かせの後、おりが

みてがみの工作をします。                    

場所 ３階大会議室                        

対象 4歳から小学6年生までのの子どもとその保護者            

定員 10名（保護者含む、申込先着順）               

持ち物 ペン、色鉛筆（折り紙は図書館で用意します） 

時間 13：30～13：55                     

内容 紙を使ったバランスとんぼの工作をします。         

場所 児童コーナー                         

対象 4歳から小学6年生までの子どもとその保護者            

定員 8名（保護者含む、申込先着順）  

☆えほんのひろば（7/15～受付開始） 

時間 10：30～11：00                        

内容 絵本の読み聞かせと手遊び               

場所 2階第一会議室                       

対象 ３歳から小学6年生までの子どもとその保護者            

定員 12名（保護者含む、申込先着順）  

☆みんなでたのしいぬりえ教室      

時間 13：15～13：55                       

内容 トショロやお花の絵などのぬりえをします。                                

場所 2階視聴覚ホール                       

対象 4歳から小学6年生までの子どもとその保護者                       

定員 16名（保護者含む、申込先着順）                        

※ペンや色鉛筆などは各自でご用意ください。 

☆子ども映画会（7/15～受付開始） 

時間 11：00～11：20                        

内容 「ムーミン パペット・アニメーションシリーズ」より

「夏まつり」と「島のおばけ」を上映します。                   

場所 3階視聴覚室                           

対象 4歳からの子どもとその保護者                 

定員 50名（保護者含む、申込先着順）  

公民館図書室（根形・平岡） 

☆お題の本 DE BINGO！！7/16～8/17 

内容 本の内容のビンゴゲームです。借りた本の内

容がビンゴのマスに書いてあったら返却時にスタン

プをおします。（1日3個まで） ビンゴ達成者にはト

ショロのポストカードをプレゼントします。      

対象 中学生まで                        

☆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！7/16～8/17 

内容 カウンターに今日の宝物を掲示します。図書

室内で「今日の宝物」に出てくる本を3冊探してくだ

さい。見つけた方にはプレゼントを差し上げます。 

参加は１日１回までです。                           

対象 0歳から小学6年生のお子さんとその保護者                         

※各図書室専任職員が在室の日に限ります。 

ここに載せられなかった詳細等は各館等で配布するチラシや

ホームページで確認できます。お早めにチェック、夏の予定に

加えてくださいね。ご予約も忘れずに！ 

平川 

長浦 

中央 
長浦 

中央 

6/１５～受付 

7/１～受付 

7/１5～受付 

集会事業に参加の際はお子さんも

必ずマスクを着用してください。 

同日おはなし会開催 

同日おはなし会開催 
（7/15～受付開始） 



☆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７時まで（４月～９月） 

                         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） 

 

６月の休館日 ７日（月）、１４日（月）、２１日（月）、２８日（月）、３０日（水） 

７月の休館日 ５日（月）、１２日（月）、１９日（月）、２６日（月）、３０日（金） 

８月の休館日 ２日（月）、１６日（月）、２３日（月）、３０日（月）、３１日（火） 

９月の休館日 ６日（月）、１３日（月）、２７日（月）、３０日（木） 

 

メールマガジンの登録、Twitter

のフォローお待ちしてます。 

 

☆休館日 

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 

図書館からの情報発信 

今回は展示ボランティア「ｍａｙ」さんによるコラムです。  

 図書館・図書室の開館時間と休館日  

中央図書館第２駐車場について 

市庁舎の改修工事に伴い、公用車の駐車場が不足し

ているため、中央図書館の第２駐車場（８台分）と職員

用駐車場（２台分）を公用車用の駐車場として使用し

ています。期間は令和６年９月末までの予定で、その

間、利用者の皆様は第２駐車場を利用できません。ご

不便をおかけしますがご了承ください。 

先月に夏日、今月には猛暑日があったように、昨今は四季を感じることが少なくなりました。子どもの頃、

春や初夏は心地よく過ごせる日が多く、夏休みでも朝は木陰に入ると涼しい時代でした。朝の涼しいうちに

宿題を済ませるよう言われていた事を懐かしく思い出しますが、最近は朝起きた途端にうだるような暑さで

宿題どころではありませんね。                          （かみ） 

資料展示ボランティアを始めて、今年度で４年目。私が携わった展示の中で一番印象に残っているテーマは

「食べたくなる物語の料理やお菓子たち」で、実際に作ったお菓子や写真とコメントを本と一緒に展示した。

美味しそうな料理やお菓子が出てくる絵本や物語はたくさんあるが、その中で作ってみたかったのは「ぐりと

ぐら」に出てくるカステラ。フライパンで焼く、ふんわり黄色のカステラに魅力を感じ、挑戦してみることに

した。出来た物は絵本と少し違ったが、子供が喜んでくれたので満足した。他にも映画が放送され

ると話題になる、ジブリ飯の「ラピュタパン」は簡単かつ美味しいので朝食に登場する。またＵＳ

Ｊのお土産で貰った「ハリーポッター」の百味ビーンズは想像をはるかに超えた刺激的な味で忘れ

られない。  （ｍａｙ） 

編集後記 

図書館では公式Twitterを開設しており、イベントをメインに図書館からのお知らせを発信して

います。2018年8月に開設後、フォロワー数は580人（6/10時点）と沢山の方にフォローして

頂いております。これからも色々な情報を発信していきますので、まだフォローされていない方

は1度覗きにきてください。フォロワーの方の反応もとても励みになります。沢山のいいねやリツ

イート、お待ちしております。可愛らしいトショロのアイコンにも注目してみてください。 


