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「春」といえば… おすすめ本を紹介します 

 

予約受付中 春休みおはなし会 ＆ 子ども映画会  

おはなし会と子ども映画会の予約を受け付けています。予約制となりますので、参加を希望され

る方はお電話でお申し込みください。なお参加するにあたって、お子さんもマスクの着用が必要です。 

日時  令和４年３月２５日（金） 午後１時２０分～１時５０分        

内容   『ウォレスとグルミット～ペンギンに気をつけろ！』 

場所  長浦おかのうえ図書館 ３階視聴覚室                      

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

定員  50名（保護者含む、申込先着順）                

映画会 

日時  令和４年３月２５日（金） 午後２時～２時３０分        

内容  昔話の語りと絵本の読み聞かせ                                  

場所  長浦おかのうえ図書館 ３階大会議室                      

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

定員  ２５名（保護者含む、申込先着順）                

おはなし会 

申込先  長浦おかのうえ図書館  ☎ 0438-64-1046 

たんぼのカエルのだいへんしん     

内山 りゅう／写真・文 ポプラ社（4歳くらいから）

2009.03 【487ウ】 中央・長浦で所蔵 

春のたんぼをのぞいてオタマジャクシを探してみません

か？ この絵本は、11種類のカエルがたまごからオタマ

ジャクシになってカエルに変身するまでを写真で紹介し

ています。右前脚は皮を突き破って、左前脚はえらあな

（噴水孔）から出てくるなんて知っていましたか？肉眼で

は見えない変身の様子が大迫力の写真で見られます。 

「春」をテーマに図書館員が本を紹介します。お手にとっていただき、春を感じてください。 

はなをくんくん 

ルース・クラウス／文 マーク・シーモント／絵        

福音館書店（３歳くらいから）              

1967.0３ 【Eク】全館で所蔵 

雪景色の森の中、冬眠していた動物達がいっせいに目を

覚まし、鼻をくんくんさせながら何かを目指して走り始

めます。やがてみんなが止まった場所には、１輪の鮮やか

な黄色いお花が咲いていました。春の兆しに

喜ぶ動物たちの様子を、暖かみのあるモノク

ロの絵で描いた50年以上読み継がれている

絵本です。 
 
ツバメ記念日 季節風 春 

重松清／著 文藝春秋 2008.０３         

【913.6シゲ】 全館で所蔵 

～～春といえば･･･～～その言葉から浮かべるイメージ

は人それぞれに感じることでしょう。桜やお花見、ある

いは行事や面白いイベントなど、寒い冬から暖かい

季節に変わるため様々なものが連想されるのが春と

いう季節ではないでしょうか。また、春は出会いや新

生活が始まる季節であると同時に、卒業、別れ、旅立ち

の季節でもあります。                      

生の哀歓をみごとに描く重松清。美しい四季と移りゆく

ひとの心をテーマにした短篇集「季節風」シリーズの春

篇です。別れと出会いに胸震わせる、春の物語12篇を

収録した小説で、それぞれの新しい門出に春風を感じて

爽やかな気候と新しい生活への期待が大きな変化に立

ち向かわせてくれるかもしません。 

新編 宮沢賢治詩集 所収  「春と修羅」 

宮沢賢治／著 中村稔／編 角川文庫 １９９５.０６                            

【B911.5ミ】 中央・長浦で所蔵 

いかりのにがさまた青さ四月の気層のひかりの底を唾し  

はぎしりゆききする おれはひとりの修羅なのだ 

雲はちぎれてそらをとぶ ああかがやきの四月の底を    

はぎしり燃えてゆききする おれはひとりの修羅なのだ 

なぜ、詩人がこのようないかりをもちつづけていたのか

はわかりません。ひとりひとりのしあわせをねがいつづけ

て たおれた詩人はなぜみずからを修羅とよんだのか。 

初めて読んだときは、すきではありませんでしたが、最初

に覚えた詩でした。いまではすきになりました。おれはひ

とりの修羅なのだ。 



 

「子どもの読書週間記念行事」を開催します！ 

ピクトグラムによる書籍の分類を表示しました（中央・平川） 

ピクトグラムとは「あるもの」を「記号」を使って表したものを指します。東京オリンピックでのパ

フォーマンスや案内等で目にした方も多いのではないでしょうか。                                                        

図書館には多くの分類の本が蔵書されていますが、今回中央図書館と平川図書館の一部の書

架において、その分類をピクトグラムで掲示しました。（長浦おかのうえ図書館は令和２年度に

掲示済）書架に掲示したピクトグラムの一部と掲示した書架の様子をご紹介します。 

３/１５～ 長浦おかのうえ図書館に「総合教育センター」が移転しました 

〇総合教育センターの移転先                                                   

長浦おかのうえ図書館３階  蔵波６３４番地１ （電話番号に変更はありません）                         

▽移転に関する問い合わせ 総合教育センター 0438-62-2254                                                 

〇図書館の事務室が３階から２階へ変更になりました。                                                             

・移転に伴い、大会議室の利用（貸出）はできなくなりました。                                     

▽上記、施設の利用に関する問い合わせ 長浦おかのうえ図書館 0438-64-1046                              

これは「生活」を意味するピク

トグラムです。手芸、料理の分

野の本が排架されています。 

３階は総合教育センターに

なりました。 

「トショロ３０祭
さい

～本
ほん

の森
もり

にすむ妖精
ようせい

～」 

袖ケ浦市立図書館イメージキャラクターの「トショロ」が令和4年度に

30周年を迎えます。今回は、トショロの誕生秘話からトショロの名が

ついたおすすめ図書リストと図書、ここでしか見られないレアなト

ショログッズなどを展示します。また、今回の展示では「こどもの読

書週間記念行事」と連携して、ラウンジ展示クイズに参加した

子にスタンプラリーのはんこを１個押します。 

ラウンジ展示期間 4月1日（金）～5月29日（日） 

展示場所 中央図書館１階ラウンジ 

毎年４月２３日から５月１２日は「こどもの読書週間」、中でも４月２３日は「子ども読書の日」と定められていま

す。図書館では毎年この期間中に、子どもたちが読書に親しむきっかけづくりとなるイベントを実施しています。今年

もスタンプラリーやおすすめ図書リストの配布、貸出冊数の拡大等を全館で予定しています。                                               

スタンプラリーは、子どもの本の返却冊数分のスタンプを押し、また期間中のおはなし会や子ども映画会、中央図書館

でのラウンジ展示クイズの参加についても１回につき１個スタンプを押します。スタンプ２０個ごとにプレゼントがも

らえます。今年は２０個で「トショロのレターセット」、４０個で「トショロ３０周年記念マグネット」をプレゼント

します。是非ご参加ください。 

〇開催期間 ４月１６日（土）から５月２２日（日）まで                 

※スタンプラリーの台紙配布は４月２日（土）から                   

〇対象 ０歳から小学生                               

〇図書の貸出冊数の拡大内容  １５冊 → ２０冊                            

〇おすすめ図書リストの配布・おすすめ図書の展示 

【ラウンジ展示クイズ】 

開催期間 4月16日（土）～5月22日（日）           

対象 ０歳から小学生 

参加方法 開催期間中にラウンジ展示付近に設置

してある回答用紙に答えを書いてカウンターに

持っていくと、こどもの読書週間記念行事スタン

プラリーの台紙にスタンプを１個押します。是非 

ご参加ください。 

 スタンプの数によって手作りの

景品をプレゼント！       

今年もとても可愛い景品が 

出来上がっています。 

【書架に掲示したピクトグラム】 

これは「生物」を意味するピク

トグラムです。植物学や生物学

の本が排架されています。 

【R4年度の景品はこちら】 



令和３年度新着ＣＤを紹介します 

図書館でＣＤを借りられるのをご存じですか？中央、長浦おかのうえ、平川図書館では、邦楽、洋楽、子供

向けの音楽ＣＤの他にも時代小説などの朗読ＣＤも所蔵しています。今年度の新着ＣＤの中から、視聴覚

資料担当のおすすめをご紹介します。普段聞かないジャンルにもチャレンジしてみてください。 

※視聴覚資料は１人３点まで借りられます。 

 

大活字本、ご存じですか？ 

図書館資料に「大活字本」というジャンルがあるのをご存じですか。 視力が弱い

方や高齢者など、一般的な単行本の文字の大きさでは小さくて読みにくい方でも

読みやすいように、文字の大きさを通常より大きくした本のことです。また文字の

大きさに合わせて、行間や本のサイズも大きくしています。 市内の図書館では、

「大活字本コーナー」を設置し、約2,500冊を所蔵していますので、一度手にとってご覧ください。根形公

民館図書室には大活字本はありませんが、他館から取り寄せすることができます。                                

袖（９ポイント） 一般的な文庫本の文字のサイズ 

袖（１２ポイント） 大活字本の文字のサイズ（最小） 

袖（２２ポイント） 大活字本の文字のサイズ（最大） 

 

 

「蜜蜂と遠雷」 

監督：石川 慶   原作：恩田 陸   出演：松岡 茉優、松坂 桃李 ほか   2019年製作 

史上初となる直木賞と本屋大賞のＷ受賞を果たした恩田陸の傑作ベストセラーを実写映画化。国際ピアノコンクール

を舞台に、それぞれに事情を抱えながら大会に挑む4人の若手ピアニストの葛藤と成長を描く音楽青春ドラマです。 

新着DVD紹介！              

「宮沢賢治の世界 １～３」          

KENJI MIYAZAWA Galaxy Specta-

cle Drama CD 

宮沢 賢治／著，市原 悦子／ほか朗読     

彩流社   2020.12-2021.2                                   

【D４４ミ1～3】中央で所蔵 

宮沢賢治の世界を気軽に耳で楽しむことがで

きる朗読CDです。                   

「注文の多い料理店」や「風の又三郎」などの

名作を、生前最後の収録となった市原悦子を

はじめ、高橋惠子、西田敏行などの実力派俳

優が朗読します。 

市内各図書館・図書室の視聴覚コーナーでは、図書館が所蔵している映像資料等を視聴すること

ができます。（館外貸出は行っておりません。） 図書館・図書室によって視聴できる資料やブース

の数が異なりますので、詳しくは図書館のホームページをご覧ください。 

【視聴覚資料の視聴サービスのご案内】 

 

「kanji ishimaru 10th anniversary edition」 

石丸 幹二／歌 Sony Music Labels 2021.６        

【D25イ】長浦で所蔵 

かつての劇団四季の看板俳優石丸幹二の初ソロアルバムが、10年

の時を経て更に高音質なリマスター版で再発売されました。「ハナミ

ズキ」などおなじみの歌謡曲から「アヴェマリア」、「別れの曲」などク

ラシックの名曲、そしてお得意のミュージカルナンバーを、高音から

低音まで自在に操る天性の美声で歌い上げています。 

「BE BRAVE」 

清塚 信也／演奏 ユニバーサルミュージック 2021.４      

【D25キ】平川で所蔵 

ピアニストの枠に収まらず、作編曲家、俳優など多彩に活躍する清塚

信也は、音楽界で唯一無二の存在です。ディズニーの名曲を「勇敢」

「希望」「仲間」のテーマで選曲し、独自のアレンジで演奏した今作は、

ほんのりジャズの香りのする美しいピアノの旋律が、ゆったりとした

心地に誘う癒しの名盤です。 

※この記事は主に１２ポイントで表示しています。 



☆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）                      

   ※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ご確認ください。 

 

３月の休館日 ７日（月）、１４日（月）、２８日（月）、３１日（木） 

４月の休館日 ４日（月）、１１日（月）、１８日（月）、２５日（月）、２８日（木） 

５月の休館日 ２日（月）、９日（月）、１６日（月）、２３日（月）、３０日（月）、３１日（火） 

６月の休館日 ６日（月）、１３日（月）、２０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 

 図書館・図書室の開館時間と休館日  

編集後記 

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。 

今回は図書館職員によるコラムです。 

◆蔵書点検による休館へのご協力ありがとうございました   

２月中に全館で蔵書点検を実施しました。休館中、利用者の皆様

には、ご不便をおかけしました。蔵書点検の結果は改めてお知ら

せします。ご協力いただきまして、ありがとうございました。 

◆オートディスペンサー付き検温器を設置しました            

中央図書館、長浦おかのうえ図書館にオートディス

ペンサー付き検温器を、平川図書館にオートディス

ペンサーを設置しました。来館の際の消毒、検温等

に引き続きご協力をお願いします。根形公民館図

書室、平岡公民館図書室をご利用の際は、公民館

に設置されている検温器等をご利用ください。

（アルコール消毒は図書室内にも設置しています） 

カエルグッズを集めています。100円ショップの新作手ぬぐい、しまむらのタオルコーナー、ガチャガチャなどパト

ロールは欠かせません。東京にカエルグッズ専門店が数件あったり、松本かえるまつりや春日井カエルまつりなど

大きなイベントがあったりとカエルは動物グッズ界ではなかなかの大手です。世界はカエルであふれています。 

図書館にもカエルの本はたくさんあります。冬眠場所を探すカエルの家族を描く「かえるのいえさがし」、ふたりの

やり取りが楽しい「がまくんとかえるくん」シリーズなどの絵本や、「くらべてわかるカエル」など次々新種が発見さ

れて出版相次ぐ「カエル図鑑」。機会があれば展示や図書館ホームページでみなさんに紹介しています。見かけた

ら、「お、カエカツ！（＝カエル活動）に励んでいるな」と思いながらぜひお手に取ってカエルの魅力をご堪能くだ

さい。ビバ！カエル！                           （ペンネーム）カエラー 

「かえるのいえさがし」石井桃子／さく 福音館書店 Ｅイ  

「ふたりはともだち」アーノルド・ローベル／作 文化出版局 Ｅロ 

「くらべてわかるカエル」松橋利光／著 山と溪谷社 487マ  

本文内ででてきた本の             

書誌情報です。                

図書館で借りられます。 

センバツ高校野球が始まりました。千葉県からは娘の母校が出場すること、そのメンバーに息子の中学時代のクラ

スメイトが入っていることから、いつも以上にワクワクしています。まだ以前のように、満員通知がでるような球場

での観戦はできませんが、テレビで熱戦を楽しむことにします。コロナ禍で全力校歌が聞けないであろうことが

ちょっと残念ですが、優勝旗をもって、千葉にかえってきてくれることを楽しみにしています。  （かみ） 


