
第６３号 令和４年９月２７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 

「おいしい秋」 

 

秋といえば…色々楽しみ方がありますね。今回は「おいしい秋」をテーマに図書館員が本を

ご紹介します。「おいしい秋」と併せて、「読書の秋」をお楽しみください。 

 

お家で本が借りられます！「電子図書館サービス」 

袖ケ浦市内在住、在勤、在学の方を対象に、電子図書館サービスをはじめました。インターネット環境があれば、 ご自宅

に居ながらにして、本を借りたり、返したりできます。是非１度借りてみてください。 

ID：資料利用券の番号（数字９桁）       

パスワード：初めてのログインは仮パスワー

ドでログインし、任意のパスワードに変更し

てください。                       

※仮パスワードが分からない方は図書館へ 

お問い合わせください。 

①電子図書館へアクセスし、ログインする ②本を探す（ジャンルや検索ワードから探すことができます） 

③本を借りる ④本を返す 

「焼きいもが、好き！」                      
日本いも類研究会「焼きいも研究チーム」／企画編集    

農文協プロダクション 2015.1 【616ヤ】中央に所蔵 

みんなが大好きな「焼きいも」。サツマイモの特産地は全国

にあり、激しい産地間競争が繰り広げられています。そのた

め、品種改良も盛んにおこなわれ、同じ品種でも季節によっ

て違う食感が味わえるようになっているそうです。焼きい

もの美味しさの秘密や、簡単にできる焼きいもを使ったア

レンジレシピ、1605年（慶長10年）から始まる

サツマイモ・焼きいも年表など、驚きと新発見

の情報がたくさん載っていて、この本を読めば

「焼きいも」を見る目が変わること間違いなし

です。 「焼きいも」の旬が来る前におすすめの

一冊です。 

※借りてから2週間たつと、自動的に返却されます 電子図書館は   

こちらから 

「弁当屋さんのおもてなし [1]」                  
喜多 みどり／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.5           

【B913.6キタ1】 中央に所蔵 

札幌の路地裏に佇む弁当屋「くま弁」。ここの店員は客が本

当に望む弁当を作ります。東京から転勤してきた千春は、

偶然見つけたくま弁で「ザンギ弁当」を注文しましたが、渡

されたのは何故か「鮭かま弁当」。美味しく食べ、翌日理由

を聞くと「体調が悪そうだったから」と言われます。心も体

も疲れていた千春には、その思いやりがとても

心温まるものでした。 

 １巻には他に、親子の思い出のあまなっとう

赤飯の話など、心温まりつつ思いやりが詰まっ

た食べ物に食欲を刺激される３つの短編が収

録されています。 



 

「夏のトショロ月間」実施報告！ 沢山のご参加ありがとうございました 

知っていますか？図書館のレファレンスサービス 

図書館では利用者の皆さんの様々な調べ物や疑問解決のお手伝いをしています。   

具体的には調べている事象の事実関係が分かる資料の提示や文献探しです。           

日常の素朴な疑問から、専門的な調べものまで、困ったときは、まず図書館のレファレンス

カウンターへお尋ねください。 

【こんな相談にお答えしました】 

7/16 中央 おはなし会（定例） 24人（2回） 

7/17 中央 図書館でブックスタート  21人 

7/19 中央 夏休みおはなし会 12人（2回） 

7/21 根形 すきすきえほんタイム  16人 

7/22 長浦 夏休みおはなし会  21人（2回） 

7/24 
平川 おはなし会（定例）                                  

みんなでたのしいぬりえ教室  

18人（2回）    

19人（2回） 

7/26 中央 ちょっぴりながいおはなし会  25人（2回） 

7/30 長浦 おはなし会（定例） 23人（2回） 

8/2 中央 夏休みおはなし会  22人（2回） 

8/4 中央 おひざにだっこのおはなし会  22人（2回） 

8/5 長浦 

【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                   

〔推進員企画〕英語でおはなし会！  

             

23人               

43人（2回）                 

33人（2回） 

8/7 長浦 おはなし会（定例） 11人 

8/8 中央 
えほんのひろば  

子ども映画会  

44人（2回）      

36人 

8/12 長浦 ちょっぴりこわいおはなし会  13人 

8/13 中央 おはなし会（定例）  14人 

8/16 中央 図書館でブックスタート 4人 

7/15～8/16 全館 おしえて！きみのすきな本 211人 

7/15～8/16 平川 お題の本 DE BINGO！！ 147人 

7/15～8/16 根形 トショロからの挑戦状 24人 

7/15～8/16 平岡 トショロからの挑戦状 22人 

7/15～8/30 中央 昭和中図書委員のおすすめ図書の展示 6人（28作品） 

7/15～8/16 中央 昭和小２年生作品展示 115人 

7/15～8/13 長浦 蔵波中美術部の作品展示 30人（38作品） 

7/15～8/16 平川 ぬりえ展示 34人（40作品） 

「トショロと夏を楽しもう！」をテーマに７月15日（金）から８月16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、1,0３３人と 

多くのみなさんにご参加いただきました。 

「英語でおはなし会！」   

8/5（長浦） 

社会教育推進員企画「英語でおはなし会！」は、英語の絵本の読み聞

かせと手遊びを行い、参加した子ども達は身を乗り出して楽しんでい

ました。会場では、英語と日本語の絵本の展示を行い、実際手に取り

借りていった親子もいました。 

「すきすき絵本タイム」 7/21（根形） 

コロナ禍でお休みしていたすきすき絵本タイムを２年ぶりに再開

しました。公民館図書室ならではの、ゆったりとした時間の中、絵

本の読み聞かせに夢中になるお子さんの様子が見られました。 

【児童】 １歳の子どもにちょうどよい「はみがき」についての

絵本を探している。                                  

A.「はみがきしゅわしゅわ（Eワ）」、「いーはとあーは（Ｅヤ）」、

「わにさんどきっはいしゃさんどき（Ｅゴ）」等数冊紹介。 

【児童】虹はどのようにできるのか。                 

Ａ.「最新気象百科（451ア）」、「（図説）虹の文化史（451ス）」、

「虹物語（451タ）」、「写真でわかる科学の世界3（40シ3）」、

「できかた図鑑（40デ）」を紹介。 

【一般】明治時代に起きた濃尾地震について千葉県でどのよう

な影響があったか知りたい。千葉公報などに記事が載ってい

るかもしれないが、千葉公報とはどのような形態か？濃尾地

震について書かれている資料があるか？             

A.濃尾地震について「明治ニュース事典Ⅳ」（Ｒ210.6メ4）、

「震災と死者」（369.3キ）に、千葉公報について「千葉県史 

明治編」（Ｋ213Ｃ）に記載があり紹介。千葉県文書館所蔵資料

を確認したところ、千葉公報が閲覧可であったので紹介した。 

【一般】「グッドバイトウキョウ」というタイトルの本をみたい  

A.資料検索で「グッドバイ トウキョウ」「グッバイ トウキョウ」

「グッドバイ トーキョー」「グッバイ トーキョー」のキーワード

で検索するがヒットせず。国立国会図書館サーチでも同様。質

問者に確認すると、「１０年くらい前の太宰治賞の候補作品。単

行本化はされていない。著者は永野とかだった」。太宰治賞の

最終候補作品集「太宰治賞」の書誌データーを確認したとこ

ろ、「太宰治賞2001」（913.6ﾀﾞｻﾞ01）所収作品に「グッド

モーニング・トーキョー」永沢光雄著を確認。質問者に確認する

と、これで良いとのこと。 



 

トショロ生誕３０年特別企画                                           

「トショロ生誕秘話＆生みの親インタビュー一挙公開 」 

トショロといえば、今は図書館内やイベントのあちこちで大活躍していますが、いつどんなきっかけで    

誕生したのか、その秘話を知る方も今では少ないと思います。                             

生誕３０年を記念して、トショロ誕生について、 また生みの親の現在地についてご紹介します。 

トショロは平成４年１０月公募により誕生しました。  

当時３歳だった齊藤真理恵さんのアイディアです。

フォルムも今とはちょっと違います。 

トショロ誕生 

トショロの生みの親の現在地 

これがトショロだ！ 

本の森にすむ妖精。図書館の館内掲示や

ポスター、イベントに引っ張りだこ。最近

では着ぐるみを着ることも。 

Q1 トショロを考えてくれた当時のことは覚えています

か？トショロを描いてくれた時の気持ちなど覚えていた

ら、教えてください。 

A1 楽しい生き物を作ろうと思って描きました。頭の上

のライトを光らせて、暗いところでも本が読めます。 

Q2 トショロの絵本は覚えていますか？現在もご実家

などにありますか？（トショロの公募当時、トショロを

描いてくれた齊藤さんに、図書館職員作成のトショロ

の絵本をプレゼントしました。） 

A２ あります！ 時々読み返しています。主人公の名

前が私に似ているので、冒険を一緒にできるようで

嬉しいです。 
Q3 様々なトショロのイラストがありますが、「○○をし

ているトショロが見たい！」などリクエストはあります

か？ （色々なトショロのイラストをみていただきました。

その中に卵から生まれているイラストがあります） 

A３ 卵から生まれるんですね。どんどん世界が広がって

いるようで嬉しいです。どなたが描いてくださっているん

でしょう。いろいろな色や大きさのトショロが仲良くして

いる絵を見たいです。頭の上のライトを光らせて、暗いと

ころでも本が読める、という設定が発揮されている場面

を見てみたいです。 

Q4 もしもトショロになったら何がしたいですか？ 

A４ 図書館で本をたくさん読んで暮らします。もしか

したら本の中の世界にも入れるかもしれません。閉

館後の図書館ってどうなっているのでしょうね。本

も眠るのか、色々なストーリーやキャラクターがこっ

そり溢れ出しているのか……。 

Q5 現在図書館で活躍しているトショロへの思いをお聞

かせください。 

A５ たくさんの本や人たちに会えて、いいなあと思いま

す。こんなに長く頑張ってくれて嬉しいです。 

齊藤さんに聞いてみよう！Vol.1（トショロについて） 

図書館で活躍している「トショロ」の生みの親の齊藤さんに、トショロへの思いなどを伺いました。 

公私ともにお忙しい中、齊藤さんに沢山の質問に答え

て頂きました。その中から今号では「トショロ」に関する

質問を掲載しました。                     

次号（図書館だより６４号 １２月発行予定）

では、図書館での思い出や読書に関する質

問を掲載する予定です。お見逃しなく！ 

暗くなると頭の上のライトが光

る。夜は図書館に誰もいないので

見たことがある人は少ない、、、⁉ 

鮮やかな黄色で誰からも愛さ

れる丸みのあるボディ 

本が大好き！図書館にくる   

みんなのことも大好き！ 

齊藤真理恵さん（トショロ公募当時３歳）                       

東京大学大学院理学系研究科生物科学の博士課程修了後、

ニューヨーク州立大学生物学科の博士研究員、シカゴ大学医学部

遺伝医学部門博士研究員を経て、2020年11月からノルウェー 

生命科学大学生物科学部統合遺伝学センターで助教授として  

ゲノム進化の研究に取り組まれています。 

【Ａ３の齊藤さんのコメントから新たなトショロのイラストが生まれました】 



☆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ご確認ください。 

 

９月の休館日 ５日（月）、１２日（月）、２６日（月）、３０日（金） 

１０月の休館日 ３日（月）、１７日（月）、２４日（月）、２８日（金）、３１日（月） 

１１月の休館日 ７日（月）、１４日（月）、２１日（月）、２８日（月）、３０日（水） 

１２月の休館日 ５日（月）、１２日（月）、１９日（月）、２６日（月）、２８日（水）～３１日（土） 

 

 

☆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。

ＱＲコードからアクセスしてみてください。 

我が家には猫がいます。子どもの頃から猫を飼いたいと思っていましたが、他の動物を飼っていたりしてなかな

かタイミングが合いませんでした。ところが、家の庭にひょっこりやってきた１匹の猫がやけに人懐っこく、鳴きなが

ら足にすり寄り、抱っこをせがみと両親に愛想を振りまいた結果、私が海外旅行に行っている間に我が家の猫に

なっていました。 

ちょうど飼いだした時期に始まった岩合光昭さんの猫の番組やＳＮＳなどでかわいい猫の姿の写真などを見て、

うちの猫もこんな写真が撮れるかも！と私もスマートフォン片手に写真を撮り出しました。 

ところが！ 脳内のイメージ映像とは大違いでなかなか上手に撮れません。面白い恰好の寝姿にそっと近づいて

みても、シャッターを切る瞬間に態勢が変わります。かわいい顔にピントを合わせた瞬間、目線を外されてしまいま

す。そこそこかわいい写真は撮れても、ＳＮＳでバズリそうな面白い写真は10年経っても１枚も撮れません。 

思い通りにいかないところが面白くもあり、悔しくもあり。いつか、これぞという１枚を撮りたいと思いますが、 

高齢の域に入った猫は寝てばかりで、野望のまま終わりそうな予感がしています。 

                                          （猫の下僕の図書館員） 

１０月を目前に涼しいと感じる日も増えてきました。暑さが苦手なので秋が待ち遠しいですが、最近の秋は

あっという間で、気づいたら寒くなっていることが多い気がします。さて最近あるマスクにハマっています。 

本体とゴムの色が違うバイカラーのもので、気に入った色は在庫も抱えています。今回編集後記を書く為に 

数えてみたら、３００枚を超えていました。ちなみに家族は私以外白いマスクしか着用しません。   （かみ）                                                                            

ご協力ありがとうございました。 

図書館では７月２２日から８月１１日まで、利用者アンケー

トを実施しました。回答いただきました皆様におきまして

は、お忙しい中ご協力いただき、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運営や事業展開に生

かしていきます。アンケート結果については、別途ご報告

します。 


