
第６２号 令和４年６月２４日 

      袖ケ浦市立中央図書館〒299-0262 袖ケ浦市坂戸市場１３９３番地２ ℡0438-63-4646 

「夏に読みたい本」 

 

 

夏に読みたい本はどんな本ですか。背筋も凍るような怪談や夏休みにチャレンジ

したいアウトドア？小中学生は読書感想文の宿題もありますね。            

紹介する図書館員おすすめの本も参考にしてみてください。 

８月２日から電子図書館サービスが始まります！ 

袖ケ浦市立図書館では市内在住、在勤、在学の方を対象に、電子図書館サービスを始めます。電子図書館はいつ

でもどこでも、インターネットを通じて電子書籍の貸出や返却ができます。利用方法などの詳細はホームページへ

の掲載、館内での案内の配布などを予定しています。 

星空教室－夏の星座－ 

藤井 旭/著 誠文堂新光社 2021.7 【443フ】               

中央・長浦に所蔵 

夏にキャンプに出かけ、夜には星空を満喫するのもロマ

ンチックですが、数多の星々から星座を見つけるのは意

外と難しいものです。この本には、「さそり座」や「ヘルク

レス座」など夏に見られる代表的な星座について、星を見

つける方法から歴史や神話、伝説などの豆知識までたく

さんの情報がつまっています。中でも夏は、流星群が多

いので流れ星が観測しやすく、空を見上げるだけで星を

楽しめる星空観察におすすめの季節ということなので、

この夏はこの本と一緒に星をゆっくり眺めてみるのはい

かがでしょうか。 

このシリーズは他に「『春』『秋』『冬』の星座」があります。 

私を知らないで 

白河三兎／著 集英社                        

2012.10 【B913.6シラ】 中央に所蔵 

夏の終わりに転校してきた中学２年生の「僕」は、クラス

の中の立ち位置を要領よく見定めながらも、クラス内

で孤立している「キヨコ」という謎めいた少女に興味を

抱く。そして、「僕」の後に転校してきた破天荒な少年・

高野との交流をきっかけに、高野と少女との不思議な

三角関係が始まる…。スクールカーストや複雑な家族

関係、子どもの貧困などを題材に、恋愛感情だけでな

く親子の情愛や少女の家庭をめぐる謎解きも盛り込ん

だ、密度の濃い青春小説。真っ直ぐに生きようとする少

女の姿、少女の家の向日葵畑の描写が印象的です。 

 プロが教える親子キャンプ読本                

アウトドアで子どもの感性を楽しく伸ばす 

長谷部 雅一／著                     

メイツユニバーサルコンテンツ          

2022.4 【786ハ】 根形に所蔵 

夏といえば家族でキャンプ！キャンプは楽

しいだけではなく子どもの心と体を成長させる絶好の

機会です。本書では、大人のかかわり方や、子どもが自

分だけで挑戦できる火おこしの方法、自然の中だからこ

その遊び方など、家族で楽しいひと時を作るアイディア

とノウハウが満載です。他にも、大人が備えておくべき最

低限の知識と考え方や、もしもが起きたときの対処法な

ど、安全にキャンプを楽しむための基本情報も充実して

います。ファミリーキャンプをこれから始めたい方におす

すめの1冊です。 

 
名探偵カッレ 城跡

しろあと

の謎 

アストリッド・リンドグレーン／作 菱木晃子／訳               

平澤朋子／絵 岩波書店（小学４年生くらいから）              

２０１９．９ 【９４リ】中央・長浦に所蔵 

のどかな田舎町にくらす男の子カッレは、持ち前の推理

力を活かして、探偵として町の安全を守っていました。あ

る夏、親友のエヴァロッタの家に、怪しい人物がやってき

ます。カッレは、エヴァロッタと同じく親友のアンデッシュ

とともに、その人物の秘密を探ります。 

児童書ながら大人もたのしめる、手に汗にぎる

本格的な推理小説です。続編で『名探偵カッレ 

地主館の罠』『名探偵カッレ 危険な夏の島』も

あります。 

◆電子図書館サービスが利用できる人                                                

・図書館の資料利用券を持っている、          

袖ケ浦市内在住、在勤、在学の方                  

（利用するときに利用者番号が必要です。）                      

◆こんな本が借りられます                         

・若者向けのライトノベルや広い世代に人気の作家の小説    

・学業や仕事の参考になる書籍                        

・育児や料理、趣味など暮らしに役立つ書籍 



 

「子どもの読書週間記念行事」実施報告！ 

蔵書点検の結果をご報告します 

市内の図書館・図書室では令和４年２月に市内全館を順次休館し、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。点検の結果、不明資料について下記のとおりとなりました。ここ３年間は減少傾向にあります。 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

中央図書館 １１３ ５４ １８ 

長浦おかのうえ図書館 ８１ １５ １１ 

平川図書館 １９ ９ ３ 

根形図書室 ６ ６ ５ 

平岡図書室 ２ ８ ０ 

全館合計 ２２１ ９２ ３７ 

【不明資料点数】 

図書館では、貸出処理をされずに持ち出される資料が存在するため、平成２６年から館内に防犯カメラを設置してい

ますが、上記のように不明資料がなくならない状況です。引き続き、配架作業や書架整理等のフロアワーク時の利用者

への声掛けやポスター掲示等による啓発など、 今後も不明資料の防止策に努めて

まいりますので、利用者の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

 図書館の資料は、沢山の方に

利用していただくための大切

な財産です。 

 図書館では毎年４月２３日から５月１２日の「こどもの読書週間」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「こどもの読書週間記念行事」と

してスタンプラリーやおすすめ図書リストの配布・展示などを行いました。 

 スタンプラリーは、１，０６４名の参加があり、レターセット（２０個到達）は

３６８名、マグネット（４０個到達）は２００名と多くのお子さんがプレゼントを

手にしてくれました。参加者から「スタンプラリーのおかけで、いつも以上にがん

ばってたくさんの冊数を読めました。」「雨の日も多かったので、室内での楽しみ

ができとても良かったです。」「いつも楽しいイベントありがとうございます！」

など嬉しい言葉をかけていただきました。 

 スタンプラリーとの連携企画「ラウンジ展示クイズ」も１９２名の参加

がありました。親子で展示を見ている姿が多く見られました。 

 皆さま、たくさんのご参加ありがとうございました！ 

【景品をもらってハイ、ポーズ】 

【展示をジーッ！！】 

◆メールマガジンでお得な情報を手にいれよう！ 

図書館では毎月１回メールマガジンを配信しています。 

・新着資料の紹介  ・イベントのお知らせや申込みの募集                                            

が主な内容ですが、「新着資料の情報」はここで手に入れるのが１番早いです。                                       

また図書館のパスワードをお持ちの方だけが使える便利機能があります。 「メールマガジンにしかない」キー

ワード登録機能は、好きな作家やシリーズものなど、登録されたキーワードに関連する新着資料をピックアップ

して、お知らせします。まだパスワード登録をしていない方は、メールマガジンの登録と併せて、パスワード

の登録もして、お得な情報を手に入れてください。                                            

※以前登録していたけど、メールマ

ガジンが届かない方はお手数です

が、再度登録をお願いします。 

【メールマガジンの登録は                                                                           

上のＱＲコードから】 



夏のトショロ月間開催 ７月１５日から８月１６日まで 

日 月 火 水 木 金 土 

        7月15日 7月16日 

   休館日       中：定例おはなし会 

7月17日 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日 

中：図書館でブック

スタート 

祝日開館日

（海の日） 

中：夏休みおはなし

会 
  

根：すきすき絵本タ

イム（予約は中央） 

長：夏休みおはなし

会 
  

7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 

平：みんなでたのし

いぬり絵教室   

定例おはなし会 

 休館日 
中：ちょっぴりなが

いおはなし会 

中：調べ学習相談

会 
   月末整理休館日 長：定例おはなし会 

7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 

  休館日 
中：夏休みおはなし

会 

中：読書感想文相

談会 

中：おひざにだっこ

のおはなし会   

（０歳～） 

長：「なつやすみと

しょかんであそぼう」 

◇子ども映画会 

◇袖高とコラボ！  

親子いっしょのおは

なし会 

◇英語でおはなし

会！ 

  

8月7日 8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日 8月13日 

長：定例おはなし会 休館日  
中：えほんのひろば  

子ども映画会 
    

長：ちょっぴりこわ

いおはなし会 
中：定例おはなし会 

8月14日 8月15日 8月16日     

   休館日 
中：図書館でブック

スタート 
    

 

今年も夏のトショロ月間を開催します。引き続き多くのイベントを事前予約制とさせて

いただいていますので、気になるイベントがある方はお早めに、開催館へお電話での

予約をお願いします。下線付きのイベントは6/15から予約受付中です。 

予約はお電話で開催館へ                            

中：中央図書館 0438-63-4646                    

長：長浦おかのうえ図書館 0438-64-1046              

平：平川図書館 0438-75-7392 

根形・平岡公民館図書室「トショロからの挑戦状」 

「今日のミッション（例：おばけの本を３冊探せ！）」をカウン

ターに掲示します。それに合う本を探してミッションをクリア

しよう！ ミッションをクリアすると記念品がもらえます。                     

対象者：０歳～小学６年生までの子どもとその保護者    

※各図書室の専任職員在室日に限ります。在室日は    

ホームページでご確認ください。 

平川図書館「お題の本 ＤＥ ＢＩＮＧＯ！！」    

本の内容のビンゴゲームです。ＢＩＮＧＯのテーマになってい

る本を借りると、返却時にスタンプを押します。ビンゴを揃

えてプレゼントを手にしよう！スタンプは１日３つまでです。                               

対象者：０歳～中学生までの子どもとその保護者 

各種イベントの詳細は図書館ホームページでチェック！    

7/1以降、右上のＱＲコードから。 おしえて！きみのすきなほん         

備え付けの用紙におすすめする本のことを書いて箱に入

れてください。図書館内に掲示します。           

募集期間：7/15～8/16                             

掲示期間：7/15～8/30                           

用紙配布場所：市内図書館、図書室                     

対象：０歳からの子どもとその保護者                     

◇昭和中図書委員のおすすめ図書の展示          

期間：7/15～8/30                  

場所：中央図書館児童室                  

※児童室の飾りつけも行います。                     

◇蔵波中学校美術部の作品展示                          

期間：7/30（１３時）～8/13（15時）                            

場所：長浦おかのうえ図書館                   

1階市民ギャラリー 

宿題おたすけコーナー                                   

夏休みの宿題に役立つ工作、調べ学習、読書感想文について

の本を集めたコーナーを設置します。                 

期間：7/1～8/30                                    

場所：市内図書館、図書室 

◇昭和小学校２年生作品展示          

期間：7/20～8/16                  

場所：中央図書館ラウンジ                                      



☆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。 

 

６月の休館日 ６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２７日（月）、３０日（木） 

７月の休館日 ４日（月）、１１日（月）、２５日（月）、２９日（金） 

８月の休館日 １日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２９日（月）、３１日（水） 

９月の休館日 ５日（月）、１２日（月）、２６日（月）、３０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  

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。   

本号の２ページでメールマガジンの発信について紹介しています。ホームページやツイッターは随時、 

更新、発信しています。 

１ページに「夏に読みたい本」を紹介していますが、私の手元には「空色のクリームソーダRecipe」という１冊があ

ります。クリームソーダといえば緑色のシュワシュワした炭酸にバニラアイスの白とサクランボの赤を思い出します

が、この本は表紙の空色のクリームソーダから始まり、ページをめくるごとに様々な色、色々なトッピングのクリー

ムソーダの世界が広がります。この夏、本のレシピを参考に好みのクリームソーダで涼しいひとときを過ごそうと

目論んでいます。ちなみにこの本は長浦おかのうえ図書館で借りられます。（かみ） 

 テレビ、ゲーム、インターネットなどスピーディーで刺激的なものに囲まれている現代の子ども達にとって「おはな

し会」は魅力あるものなのかと思っている方も多いと思います。    

 おはなし会は昔話を中心とした素話（本を使わない語り）と絵本の読み聞かせ、それに年齢によって手遊び等を組

み合わせてプログラムを作ります。「むかしむかしあるところに…」という一言で時も国も超え、お話の世界に入って

いきます。語り手である私たちも参加者の皆さんと共有できるこの温かな

時と空間は宝物です。 

 おはなし会のお帰りには絵本の書棚をのぞいて下さい。「子どもの時に

大好きだった本」「今は親となった子どもに何度もせがまれて読んだ本」が

昔と変わらぬ姿でお待ちしています。親子三世代に亘るおはなしの世界へ

の橋渡しになればいいなあと思い、おはなし会ボランティアを

続けています。           （おはなし会ボランティア Ｋ） 


