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 ９月も後半になり、秋らしくなってきました。皆さんの秋が充実したものになるよう、今回は 

「秋といえば…」 をテーマにおすすめの本をご紹介します。 

 
調べもののお手伝いをします。「レファレンスサービス」をご利用ください。 

レファレンスサービスとは調べもののお手伝いです。図書館の職員が調べている事象の事実関係がわかる資料の

提示や文献探しのお手伝いをします。皆さんもお探しの本が見つからないときや、どの本で調べたら良いかわか

らない時など、お気軽におたずねください。今までに対応した事例をいくつかご紹介します。 

「楽しいひとり温泉。」                       

ひとり温泉ガイド完全保存版                 

文藝春秋 2020.10 【291タ】 長浦に所蔵 

秋になり涼しくなると、温泉が恋しくなります

ね。ひとり客のための部屋がある宿、本棚に囲まれ読書

を楽しめる宿など、自分だけの時間をゆったり過ごせる

計らいのある250の温泉宿を紹介します。密にならない

旅を楽しんでみませんか？  ※データ:2020年9月現在。 

「ハロウィンのかぼちゃをかざろう」              

パトリシア・トート／文，ジャーヴィス／絵，         

なかがわ ちひろ／訳 ＢＬ出版 2020.10         

【Ｅト】 中央・長浦に所蔵 ４歳くらいから 

ハロウィンの本格的な楽しみ方を知っていますか？    

カボチャを買いに行くところから始まって、中身を出して

顔の形に切り抜き……と、ハロウィンの準備をするイギリ

スの家族を描いた、自分も家族の一員になった気分で読

める絵本です。 

 

「マカン・マラン」二十三時の夜食カフェ          

古内 一絵／著 中央公論新社 ２０１５.１１       

【913.6フル】中央・長浦・平川に所蔵 

 秋といえば夜長…そして食欲！ということで、こちらの

小説を紹介します。 商店街の外れのさらに奥にある夜

食カフェ「マカン・マラン」には、マスターがふるまう身も

心も温まる料理を食べようと、夜な夜な常連客が集いま

す。様々な悩みを抱えた人たちが、美味しくて身体に優し

い夜食とマスターの言葉に癒されて、一歩踏み出してい

く物語です。続編として『マカン・マラン』「ふたたび」、 

「みたび」「おしまい」の３冊があります。 

一般向け① 

Q.平成18年11月7日の朝日新聞に掲載されていた「壬申の乱」

についての記事を見たい。 

A.朝日新聞の過去の記事についての質問なので、「朝日新聞縮刷

版」と朝日新聞記事データベース「聞蔵Ⅱ」を使って調べました。

東京本社発行最終版を1冊にした「朝日新聞縮刷版」には該当の

記事は掲載されていませんでした。「聞蔵Ⅱ」でキーワード「壬申

の乱」で検索したところ、11月3日と10日の奈良県版に「壬申の

乱」について触れた記事が見つかりました。 

一般向け② 

Q.滝廉太郎の没年月日を知りたい。 

A.出版社の異なる2つの人名辞典「日本人名大辞典４」（平凡社）

と「新潮日本人名辞典」（新潮社）で調べました。２冊とも明治35

年6月29日と記載がありました。 

 児童向け① 

Q.海の魚と川の魚の体のつくりのちがいが書かれた

本はありますか。 

A.子ども向けの百科事典「総合百科事典ポプラディア

４」で調べたところ、「さかな」の項目に海の魚と川の魚

の体のつくりの違いについて書かれていました。 

児童向け②（読書相談） 

Q.小学5年生向けで、ピアノや音楽が出てくる読書感

想文に向く本を探しています。 

A.生まれつき両腕がないスウェーデンの女性歌手、

レーナ・マリアについて書かれた「レーナ・マリア物語」、

盲目の日本人ピアニスト辻井伸行について書かれた

「ピアノはともだち」など数冊を紹介しました。 

かわいい浮世絵                          

日野原 健司/著 東京美術 2017.1         

【721ヒ】 中央に所蔵 

浮世絵には、江戸や明治時代の人々が面白い、楽しいと

感じていた動物や遊び、観光スポットなど様々なモチーフ

が描かれています。百年以上前の作品なのに、歌舞伎の

名場面を演じる蛙、リフティングをする猫、晴れにするた

めに一生懸命踊るてるてる坊主など、現代の私たちが見

ても思わず「かわいい」と感じられるものが浮世絵

の中にはたくさんあります。この本では、かわいい浮

世絵を集めて、今まで浮世絵に触れたことがない人

も気軽に楽しめる内容になっています。浮世絵を

きっかけに芸術の秋を楽しんでみてください。 



「夏のトショロ月間」 たくさんのご参加ありがとうございました   

 

講座受講生を募集！ 

暮らしに役立つ生活講座          

「人生100年時代のマネープラン」                

キャッシュレス社会やｉＤｅＣｏなどの投資の話も含め

て、わかりやすく解説します。人生100年時代に備

え、老後の生き方について学びましょう。  

【日時】11/11（木）10:00～12：00                              

【テーマ】  「人生100年時代のマネープラン」      

【講師】近藤 喜隆                       

（千葉県金融広報委員会  金融広報アドバイザー）    

【定員】20名 （申込先着順）                               

【場所】長浦おかのうえ図書館      

3階大会議室               

【申込先】0438-64-1406   

「図書館で夏をすずしく楽しもう！」をテーマに７月１６日（金）から８月１７日（火）の期間に、

子ども向けのイベントを集約して行いました。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、参加型の催し

はすべて事前予約制としましたが、951人と多くのみなさんにご参加いただきました。 

【長浦：おりがみでおてがみをつくろう】          

手紙をテーマにした絵本「きょうはなんのひ」の読み聞かせのあと、

おりがみてがみの「シャツ」と「こびと」を作成しました。子どもも保

護者も目を輝かせて絵本を楽しみ、おりがみてがみの制作では、子

ども達が一生懸命手紙を書いたり折ったりする姿が見られました。 

【中央：みんなでたのしいぬりえ教室】           

工作ボランティアが講師となり、さらに上手に塗るためのコツや

子どもとの家でのぬりえの楽しみ方などアドバイスをしていまし

た。親子でぬり絵を楽しむ様子が見うけられました。     

※「袖高とコラボ！親子いっしょのおはなし会」は12月２４日に 

延期しました。 

【平川：つくってあそぼう】                                             

作ったバランスとんぼに思い思いの色を塗り、 指に吸い付くよう

に止まるようすを楽しんでいました。  

日程 会場 イベント 参加人数 

7/18 平川 つくってあそぼう！～バランスとんぼ～（2回） 19 

7/18 平川 おはなし会（2回） 19 

7/20 中央 図書館でブックスタート 17 

7/24 中央 おはなし会（2回） 25 

7/27 中央 ちょっぴりこわいおはなし会（2回） 25 

7/29 長浦 おりがみでおてがみをつくろう（2回） 35 

7/31 長浦 おはなし会 11 

8/8 長浦 おはなし会 8 

8/10 中央 えほんのひろば 8 

8/12 長浦 
子ども映画会「ムーミンパペット・           

アニメーション夏まつり・島のおばけ 
32 

8/13 長浦 ちょっぴりこわいおはなし会（2回） 15 

8/15 中央 みんなでたのしいぬりえ教室（2回） 36 

8/15 中央 おはなし会（2回） 27 

7/16～8/17 

全館 おしえて！きみのすきな本 225 

平川 お題の本 DE BINGO！！ 171 

根形 図書室で「宝さがし」 20 

平岡 図書室で「宝さがし」 29 

7/16～8/17 中央 昭和中学校図書委員おすすめ図書展示 7 

7/16～8/17 中央 昭和小学校1年生作品展示 109 

7/17～7/31 長浦 蔵波中学校美術部員作品展示 29 

7/16～8/17 平川 中川幼稚園園児作品展示 84 

合計参加人数 951 

10/1～受付 

中学生・高校生向け企画            

「イチオシ本のＰＯＰを書こう！」開催中 

好きな本を紹介ＰＯＰを書いて図書館にお持ちください。 

もれなく「トショロ特製ポストカード」をプレゼントします。 

募集期間 9月15日（水）～11月21日（日）       

対象 中学生・高校生                     

提出先 中央・長浦おかのうえ・平川図書館   

問合せ先 0438-63-4646 

☆応募方法                                  

紹介する本  イチオシの本（雑誌とコミック以外）          

ＰＯＰのサイズ  ハガキサイズ（図書館にもあります）         

ＰＯＰについて                                

表面 ： 手書き、パソコン編集ともＯＫです。必ず本の「タイトル」、

「著者名」、「出版社」を、他にはキャッチコピーや紹介文、イラスト

等を書いてください。                           

裏面 ： 「学校名」「氏名」「ペンネーム」「図書館の資料利用券番号

（持っている人）」を記入してください。          

 

詳細はここから 



秋のトショロ月間を開催！ 10/23（土）～11/21（日）    

「読書の秋！そうだ、図書館へ行こう！」 

図書館だよりでは、社会教育推進員による企画、図書館サークルによる発表、展示についてご紹介します。そのほかの

事業の詳細は館内等で配布のチラシやホームページ、ツイッターからご確認いただけます。集会事業は予約制となりま

すので、お早めにご予約ください。 参加の際はマスクの着用や消毒等の感染対策に、ご協力をお願いします。 

読書マラソン大会開催 

秋のトショロ月間の期間中（１０月２３日（土）～１１月２１日（日））に、袖ケ浦市図書館では初めて   

「読書マラソン大会」を開催します。今回は読書マラソンって何？から参加方法までご案内いたします。 

読書マラソンって何？ 

皆さんに沢山の本と触れ合っていただくためのきっかけづくりのイベントです。期間中は、貸出した本の冊数や参加

者数中の順位が「読書マラソン大会」メニュー内で確認できるようになります。是非ご参加の上、上位を目指して沢

山の本を手にして下さい。今年のゴール冊数は３０冊です。 

参加するにはどうしたらいいの？ 

参加するには、袖ケ浦市立図書館の資料利用券が必要です。利用券をお持ちでない方は、開催期間

までに市内の図書館、図書室で利用登録を行ってください。利用登録ができるのは、市内及び木更

津、君津、富津、市原市の４市内に在住の方か袖ケ浦市内に在勤・在学の方です。住所の確認でき

る身分証明書を持ってご本人が来館してください。資料利用券がお手元にある方は、期間中に本を

借りることで自動的に参加となります。図書館のホームページ内からマイページにログインする

と、「読書マラソン大会」のメニューから読んだ冊数やあなたの順位が確認できます。マイページ

へは図書館内のＯＰＡＣ （利用者用検索端末）やご自身のスマートフォンからアクセスできます。 

ゴールを目指して本を読もう！ 

〔中庭イベント〕◆社会教育推進員企画         

※要予約（10/1～）  

日程 10月23日（土）                       

【青空かみしばい劇場】                       

①午後1時30分～1時55分 ②午後2時50分～3時15分

定員 各回12名 

【カレンダーを使って封筒づくり                  

～SDGｓエコについて考えよう～】                                

①午後2時～2時30分 ②午後3時20分～3時50分    

定員 各回14名 

場所 中央図書館 中庭 ※雨天の場合は館内           

対象 マスクをして１人で座れる３歳から小学生の子どもと  

その保護者                                        

〔映画鑑賞会〕◆社会教育推進員企画           

※要予約（10/1～）  

“現代バレエ モーリス・ベジャールのボレロ”        

「モーリス・ベジャールと二十世紀バレエ団の芸術」を上映                                  

日程 10月28日（木）午後2時～午後3時30分                          

定員 20名                              

場所 中央図書館 2階視聴覚ホール                    

申込先 0438-63-4646 

〔サークル発表〕 むかしむかしの会            

※要予約（10/1～） 

「大人のためのお話し会」                      

日程 11月3日（水・祝）午後1時30分～2時30分    

定員 50名                                

場所 長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室                

申込先 0438-64-1046  

〔サークル展示〕 

☆「サークル展示 やまゆり俳句会」                

10月1日（金）～10月20日（水）午後3時  

☆「宇麻具多短歌会～つれづれに詠む～」         

10月21日（木）正午～11月9日（火）午後3時  

☆「短歌そでがうら 詠草」                   

11月10日（水）正午～11月28日（日）午後3時  

場所 中央図書館 1階ラウンジ展示コーナー 

マイページの

ＱＲコード 

ここから確認

できます 



☆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） 

          ※図書室は専任職員が不在の日があります。在室日はホームページで確認できます。                                 

 

９月の休館日 ６日（月）、１３日（月）、２７日（月）、３０日（木） 

１０月の休館日 ４日（月）、１１日（月）、１８日（月）、２５日（月）、２９日（金） 

１１月の休館日 １日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２９日（月）、３０日（火） 

１２月の休館日 ６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２７日（月）～３１日（金） 

 

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 

 図書館・図書室の開館時間と休館日  

コロナ禍が続き、気分も滅入っています。何か楽しい未来を想像してこれを乗り切ろうと、今後行きたい場

所を色々考えてみました。USJのスーパー・ニンテンドー・ワールド、昔家族で行ったヒリゾ浜（静岡にあ

る小さな海岸）、あとは学生野球の観戦、１年半自粛している外食も。もうしばらく我慢の時が続きそうで

すが、皆さんも楽しい未来を想像して気分をリフレッシュしてみてください。（かみ） 

文化関連の身近で王道な公共施設である図書館。そこでは感動した、人生を変えたなど「運命の一冊」に出会えた

ということもありますが、数ある蔵書の中から新たな発見を見つけ、自分なりの読書の楽しみ方を味わうのもいいか

も知れません。                                                                  

個人的には、小説に自分と同じ苗字の人が出てくれば感情移入をしてみて、「そうだ。それは違う。そう来たか。」

等、その場面を想像して話を展開してみたり、本で紹介されていたグルメを堪能しに現地に行ったり、景勝地を訪ね

歩いたり、読み継いでいたある作家の紀行文に書かれた経路を辿りながらいろいろな土地巡りを楽しんでいます。                                                                       

また、ある小説に出て来たラジオ番組を聴いてみたところ新たな世界を発見し、今も続いているその番組の虜に

なったり、学生時代にアルバイトしていた会社にいた人が、ある作家の高校時代の憧れの人だったとか、著者を囲む

会で招いた作家が、後日出版した著作で当時のことを取り上げた箇所で、小説とはこう書くのかと虚構と現実の狭間

を見てしまった（？）りと、読書する中でいろいろな発見もありました。図書館にぶらりと来て、書架を散策して気に

なった１冊を手に取って読んでもらうことから、「ライブラリー」（来
ら

いぶらり）で新しい発見や出会いを見つけるのも魅

力のひとつだと思います。                 （図書館職員） シャンディガフ 

編集後記 

「特設コーナー」にお立ち寄りください 

中央図書館、長浦おかのうえ図書館、平川図書館では毎

月テーマを決めて、関連する本を集めたコーナーを設置

しています。今年度は宇宙、航空、気象に関する本を集

めた「そらに想いをはせて」や世界情勢や海外の様子、

旅行記、外国文学を集めた「本で世界一周」などをコー

ナーとして設置しました。今後も色々なテーマで本を集

めてご紹介する予定です。ご来館の際は

是非お立ち寄りください。特設コーナー

で紹介した本は図書館ホーム

ページから予約もできます。 

９月の特設コーナーは        

「平和を考える」です。 

図書館では開催するイベント、資料に関する情報に

ついて様々なツールを使ってお知らせしています。

下のＱＲコードからアクセスしてみてください。 


