
第 ６４号 令和４年１２月２２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 

「あたたかい」 

 

寒い冬に心も体もあたたまるそんな「あたたかい」本を

ご紹介します。 おすすめの本を読んでポカポカした 

気持ちになってください。 

 

蔵書点検のお知らせ 

袖ケ浦市の図書館・図書室では、約７６万冊の資料を所蔵してお

り、多くの方にご利用いただいております。それらの資料の状態を

点検し、あるべき場所に資料があるかを確認するため、下記のとお

り蔵書点検を実施します。期間中は市内の図書館・図書室は順次休

館となりますので、ご利用の図書館・図書室が休館の場合は、他の

図書館・図書室をご利用ください。ご迷惑をおかけしますが、ご理

解とご協力をお願いいたします。 

お正月恒例「えほんのふくぶくろ」１／５（木曜）～ 
お正月といえば福袋。恒例の「えほんのふくぶくろ」を新年にご用意します。書いてあるテーマと

目安の年齢を参考に借りてみてください。毎年好評で館によってはすぐに終了してしまいますの

で、気になる方はお早めにどうぞ。新しい年の「新しい本とのであい」、是非手にして下さい。 

日程 令和５年１月５日（木曜）～                                         

場所 中央（50セット）・長浦（35セット）、平川（20セット）、                              

根形・平岡公民館図書室（各10セット）                                              

対象 ０歳から小学生までのこどもとその保護者                             

内容 図書館員がテーマごとに選んだ絵本３冊を詰め合わせて貸出します。 

中央  令和5年2月2日（木曜）～2月8日（水曜）                                

長浦  令和５年2月15日（水曜）～2月21日（火曜）                     

平川  令和５年2月9日（木曜）～2月10日（金曜）                             

根形  令和5年2月22日（水曜）                             

平岡  令和5年2月1日（水曜） 

各館の蔵書点検休館日 

【どのふくぶくろにしようかな】 

「シチュー当番」                          

『じつは、わたくしこういうものです』所収 

クラフト・エヴィング商會(※)／著        

坂本真典／写真 平凡社        

2011.2 913.6クラ                

中央・長浦で所蔵 

小さな森にひっそり佇む冬眠図書館は、冬季限定で夜通

し開館しています。そこは、春と夏に本を読む間もなく働

いた人達が、冬眠するかのように読書に没頭するための

図書館です。シチュー当番は、夜通し本を読んでお腹がす

いた人のために、温かいシチューを作ってサービスする、

そこで働く司書の仕事の１つです。他にもコーヒー当番、

コッペパン当番、ブランケット当番など、読書好きには夢

のような図書館です。冬の夜長、冬眠図書館に思いをは

せながら、温かいシチューとコッペパンの夕食を楽しむの

も素敵かもしれません。 

(※)【クラフト・エヴィング商會】 グラフィックデザイナーの吉田篤

弘、吉田浩美の２人からなる制作ユニットで、本の装丁デザインを

多数手掛けるほか、架空の書物や雑貨をつくり、その写真に物語

風の短い文章を添えた図書を発表しています。 

『こたつ』 

麻生 知子/作 福音館書店               

2020.11 Eア                             

中央・長浦で所蔵             

（３さいくらいから） 

こうたくん、おばあちゃん、おかあさん、おとうさんは、こ

たつを囲んで、おせち料理に入れる昆布巻きやねじりこん

にゃくを作ったり、年賀状を書いたり…と、新年を迎える

準備をしています。除夜の鐘を突きたいこうたくんは、夜

眠くなりながらも出かけ、こたつには誰もいなくなりまし

た。そして翌日、またこたつに皆が集まり、お正月を迎え

ました。                               

こたつの真上から見た家族の大晦日から元旦までを定点

観測的に描いているユニークな絵本です。暖かいこたつ

を囲んだ家族の様子に、心も温まるおすすめの絵本です。 

※この他に全館共通の定期休館日があります。最終ページ

をご覧ください。 



 

トショロ生誕３０年特別企画「生みの親インタビュー一挙公開 」 

 

齊藤さんに聞いてみよう！Vol.2（図書館での思い出・読書等について） 

前号（図書館だより第６３号）では、トショロの生みの親の齊藤真理恵さんから「トショロに関しての

質問」にお答えいただきました。今号では「図書館での思い出」「読書について」他、ご紹介します。 

Q1 図書館での思い出を教えてください。 

・「うさこちゃん」の本が好きすぎて、一度に同じ本を二冊借りたことがあります。                            

・「がんばれ!赤ちゃんラッコのラリー―オホーツク水族館のラッコの記録」の、ラッコの生態や飼育委員さんたちが試行錯誤し

ながら世話をしていく様子が好きで、館長さんに手紙を出しました。小学校低学年くらいだったと思います。実際のラッコの

ラリーの写真などをいただきました。しかし、その後オホーツク水族館は閉鎖してしまい、館長さんも若くして亡くなったよう

です。                                                                            

・「みつばち家族の大冒険 おどろくべきみつばちの生態」。これは子供の頃に読んだものを忘れられず、大人（生物学者）に

なってからタイトルや作者の名前をなんとか探し出して手紙を出しました。これは物語仕立てでミツバチの生態が説明されて

いて面白かったです。お返事もいただきました。 

Q２ 図書館での経験は、齊藤さんの人生に役立っていますか？図書館についての思いをお聞かせください。 

私が子どもの頃はインターネットも発展途上でしたし、海外旅行もできなかったので、図書館でさまざまな本に出会えたこ

とは、世界を広げるためにとりわけ幸運だったと思います。先日図書館にお伺いし、経験豊富な司書さんたちが工夫を凝ら

して本を選択・推薦していることに気付かされました。目利きたちの選んだ良質な本が図書館に置かれることは、子どもの

みならず、大人たちにも貴重な教育資源だと感じます。 

「子どもの時に読んだあの本が忘れられないけれど題名が思い出せない！」 ということもよくあります。「本の探偵団」さ

んにお世話になっています。https://honraku.bbs.fc2.com/ 

Q３ 今のお仕事について教えてください。（選んだきっかけ、やりがい、大変なこと、目標や夢など） 

きっかけ：進路を決めるに当たり、心惹かれたのは文学と科学でした。文系、理系、どちらに行こうかと考えていたとき、進

化学がとても魅力的に映りました。進化学というのは自然のありようについても、その歴史に秘められた物語についても

探求することができ、学際的な面白さを備えているように感じられたためです。                           

やりがい：面白い発見をした時です。                                                                  

大変なこと：色々な人がいる研究チームを率いるのがなかなか大変です。                                              

夢：研究者以外の人にも面白いと思ってもらえる発見をすること。全然違う仕事をしている人とコラボレーションすること

（この企画もそうかもしれません）。あとは小説家になるのも夢です。これまでたくさん落選していますが、細々と続けてい

こうと思っています。 

Q４ ノルウェーでの生活はいかがですか？ 

とてものどかで、実家の周りに少し似ています。都会と自

然が共存しているのが面白い点です。 

Q５ 好きな本や作家はありますか？ 

多和田葉子、吉村萬壱、太宰治・筒井康隆・草間彌生（小説

家として。美術も好きですが。） 

エミール・ゾラ、トリイ・ヘイデンなど……。 
Q６ 大人になって仕事関係以外で本を読む機会は

ありますか？どんな本を読んでいますか？ 

目に入った面白そうなもので、電子書籍になっているもの

はなんでも読みます。何が多いかな。小説の他には、地理

や歴史、芸術や社会の本をよく読んでいる気がします。お

金は有限なので、ちょっとセーブしないと、と思っていま

す。楽しい時もですが、あまり元気のない時に本を読むこ

とも多いかもしれません。 

Q７ 齊藤さんにとっての「本」や「読書」とはどういう

ものでしょうか？ 

知らない世界を冒険できる扉です。 

 袖ケ浦市の子どもたちへメッセージをお願いします。 

あまりえらそうなことも言えませんが。子どものころは学

校で、夢や好きなこと、得意なことをきかれることが多

かった記憶があります。しかし、私が生物学者になろうと

決めたのは24歳くらいだったと思います。大人になって

から言えることは、夢はまだはっきりしていなくてもいい

し、周りの人と一緒でなくてもいいし、たくさんあっても、

どんどん変わっていってもいいということです。好奇心

が赴くままに色々なものを吸収して、自分のペースで、素

敵な大人になってほしいと思います。 

前号から２号にわたって、トショロの生みの親でもあり、世界で幅広く活躍されている齊藤真理恵

さんへのインタビューをご紹介しました。紹介しきれなかったインタビューも含めて、図書館のホー

ムページにも掲載していますので是非ご覧ください。 インタビューは      

こちらから 

http://localhost/


 

「秋のトショロ月間」実施報告！  

秋の読書週間（10月27日から11月９日）を含む１か月間にわたって「秋のトショ

ロ月間」を開催しました。昨年に引き続き、参加型の事業は予約制にするなど、

新型コロナウイルス感染拡大予防対策を講じて実施しました。           

大人向けには、文芸作品や生活課題、児童文学を取り上げる３種類の講座を開

催したほか、おすすめの本を紹介する企画や趣向を凝らした映画会など、読書や

文化に触れるイベントを、子ども向けには、「本のおみくじ」や「青空かみしばい劇

場」など読書に興味をもってもらえるイベントを実施し、延べ2,432人と多くの

参加がありました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。 

日にち 曜日 会場 事業名 
参加 

人数 

10月7日 金 中央 文芸講座「読んで知る『平家物語』の表現の世界」（第1回） 38 

10月14日 金 中央 文芸講座「読んで知る『平家物語』の表現の世界」（第2回） 37 

10月21日 金 中央 文芸講座「読んで知る『平家物語』の表現の世界」（第3回） 32 

10月23日 日 中央 中庭イベント「青空かみしばい劇場」 41 

10月23日 日 中央 
中庭イベント「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～」 
31 

10月25日 火 長浦 講座「相続財産どこからどこまで？」  56 

10月27日 木 平川 秋の名画鑑賞会「千の風になって」  20 

10月29日 土  平岡 「大型絵本の読み聞かせ」 44 

10月30日 日 長浦 えほんのひろば 13 

10月30日 日 長浦 子ども映画会「さる・るるる ほか2話」 26 

11月1日 火 中央 おひざにだっこのおはなし会①＋② 20 

11月3日 木・祝 長浦 〔サークル発表〕大人のためのお話し会 48 

11月4日 金 中央 文芸講座「読んで知る『平家物語』の表現の世界」（第4回） 35 

11月5日 土  中央 おはなし会 11 

11月8日 火 長浦 子どもの本の講座「お話のたのしさを子どもたちに」 59 

11月9日 水 長浦  秋の名画鑑賞会「ひまわり」 96 

11月10日 木 中央 映画鑑賞会“図書館ミュージカルシアター” 26 

11月13日 日 平川 おはなし会①＋② 20 

11月15日 火 中央 図書館でブックスタート 12 

11月17日 木 中央 秋の名画鑑賞会「戦艦ポチョムキン」 22 

11月17日 木 根形 すきすき絵本タイム 20 

11月19日 土  長浦 〔サークル発表〕楽しきかな、朗読。今、再び！ 32 

11月20日 日 長浦 おはなし会 6 

11月20日 日 中央 〔サークル展示〕 おかのうえ人形劇団 52 

10/22～11/20 全館 いろんなトショロを描いてみよう！ 532 

10/22～11/20 平川 本のおみくじ 94 

10/22～11/20 根形 本のおみくじ 91 

10/22～11/20 平岡 本のおみくじ 92 

10/22～11/20 平川 本のおたのしみ袋 48 

10/22～11/20 根形 本のおたのしみ袋 18 

10/22～11/20 平岡 本のおたのしみ袋 14 

10/22～11/20 長浦 図書館で楽しむ日本の美・世界の美 145 

10/1～10/30 中央 奈良輪小学校２年生「生き物クイズ」展示 40 

10/22～12/25 中央 イチオシ本のPOPを書こう！ 485 

10/22～12/25 長浦 イチオシ本のPOPを書こう！ 7 

10/22～12/25 平川 イチオシ本のPOPを書こう！ 14 

10/22～12/25 根形 イチオシ本のPOPを書こう！ 30 

10/1～10/19 中央 〔サークル展示〕 やまゆり俳句会 10 

10/20～11/9 中央 〔サークル展示〕 短歌そでがうら 10 

11/10～11/29 中央 〔サークル展示〕 宇麻具多短歌会 5 

   合 計 2,432 

読んで知る『平家物語』の表現の世界」

をテーマに全４回の連続講座として開催

し、延べ142名の参加がありました。丁寧

な解説と詳細な資料を基にしたご講義を

いただき、アンケートでも大変好評でした。 

図書館のイメージキャラクター「トショ

ロ」の30周年を記念し、「トショロ」のイラ

ストを自由に書いてもらい、各館に掲示し

ました。各館とも楽しそうにイラストを描く

子ども達の姿が見受けられ、様々なトショ

ロのイラストがたくさん掲示されました。 

【文芸講座】 

【いろんなトショロを描いてみよう！】 

【本のおみくじ】 

 運勢とそれに関連するおすすめ絵本を

表紙画像入りで紹介したカプセルを用意

し、入口付近に設置した手製のガチャガ

チャやくじびきで、来館した子どもに引

いてもらいました。期間中繰り返し来館

し参加する姿も見られるなど好評でし

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。 

 

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

１月の休館日 1日（日）～４日（水）、１６日（月）、２３日（月）、３０日（月）、３１日（火） 

２月の休館日 ６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２７日（月）、２８日（火）           

※特別館内整理休館日の日程は １ページでご確認ください。 

３月の休館日 ６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２７日（月）、３１日（金） 

最近読んだ『１００万回死んだねこ 覚え違いタイトル集』（福井県立図書館編 講談社）には、「カフカの『ヘ

ンタイ』を借りたいのですが・・・」「『変身』でしょうか？」といった利用者と図書館員のやり取りが多数紹介さ

れておりクスッと笑える。だが他人事と笑ってはいられない。読み進めると「『蜂蜜と遠雷』はありますか？

（正しくは『蜜蜂と遠雷』）」にくぎ付けとなる。これは私が図書館でやってしまったミスと全く同じではない

か。 

だがこの本は、人の間違いを笑うものではなく、図書館員が日々行うレファレンス（読書相談：利用者の

調査研究のために図書資料を提供する）の研修の一つだと後半に述べられている。図書館員は利用者の求

める本を、丁寧な問いかけと検索力で探してくれる。その誠実さと専門性にいつも感服している。求める本

が見つからない時、勇気を出してカウンターに声をかけよう。そこには頼りになる図書館員が待っていてく

れるから。                                      （社会教育推進員 ｗ） 

 

☆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。 

先月あたりからコロナ感染者がまた増えているようです。個人的にも外出を始めたりとそろそろ生活も

元に戻っていくのかもしれないと思っていた矢先のことで少し不安です。時間には限りがあるので、皆

さんも感染に気を付けながら、好きなことをする時間や大事な人と過ごす時間を大切に、年末年始をお

迎えください。来年も袖ケ浦市立図書館をよろしくお願いします。                （かみ） 

 

袖ケ浦市内在住、在勤、在学の方は、電子図書館サービス

を利用できます。 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。 

電子図書館は   

こちらから 

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。 


