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      袖ケ浦市立中央図書館〒299-0262 千葉県袖ケ浦市坂戸市場１３９３番地２ ℡0438-63-4646 

図書館員のおすすめ本「春がきた」 

 

図書館員が春に読みたい本をおすすめします。お手にとっていただき、春の訪れを感じてください。 

 

春の子どもイベント 

 
日時  3月19日（日曜）                    

1回目 10：30～11：00                  

2回目 11：15～11：45                              

場所 平川図書館 おはなしのへや        

定員 各回10名                      

対象 3歳から小学生までの子どもと保護者                    

 

日時  3月26日（日曜）                    

1回目 10：30～11：00                  

2回目 11：15～11：45                              

場所 中央図書館2階 第1会議室          

定員 各回15名                      

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

えほんのひろば おはなし会・工作教室 

  おはなし会 

日時  4月15日（土曜）                    

1回目 14：00～14：30                  

2回目 14：45～15：15                              

場所 長浦おかのうえ図書館 電算室        

定員 各回10名                      

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

おひざにだっこのおはなし会 

日時  4月13日（木曜）                    

1回目 10：30～10：50                  

2回目 11：15～11：35                              

場所 中央図書館2階 第1会議室        

定員 各回12名                      

対象 0歳から3歳までの子どもと保護者                    

これから4月までの子供向けのイベントの受付が始まっています。                    

各イベントともWEB予約を始めましたので是非ご利用ください。                                          

今までどおり開催館での電話予約も受け付けています。 

 
えほんのひろば①   

子ども映画会② 

日時  4月23日（日曜）                    

①えほんのひろば                   

1回目 10：30～11：00                  

2回目 11：３０～1２：００                      

場所 中央図書館２階 視聴覚ホール      

定員 各回30名  

②子ども映画会  11：05～１１：２５                      

場所 中央図書館２階視聴覚ホール      

定員 ４５名                                           

対象 3歳から小学生までの子どもと 

保護者                    

4/1～         

受付 

【WEB予約】 

「さくら道」太平洋と日本海を桜で結ぼう 

中村 儀朋／編著 

風媒社 1994.4 長浦収蔵庫所蔵 289.1 サ 

“桜”の季節です。桜は、古くは古事記にも花にたとえた女神

が登場し、万葉集でも「春を象徴する花」として多く描かれ、

奈良時代には桜を愛する気持ちが日本人の心に形づくられ

ました。名古屋駅と金沢駅を結ぶ旧国鉄バス

の車掌をしていた佐藤良二さんは、平和への

祈りを託してそのバス路線が走る太平洋か

ら日本海までをつなぐ街道沿いに2000本

の桜を植え続けました。乗客に喜んでほしい

と考え47歳の短い生涯を閉じたひたむきな

人生を、残された膨大な手記をもとに綴った

感動的な伝記です。 

「ケイゾウさんは四月がきらいです。」 

市川 宣子／さく，さとう あや／え 

福音館書店 2006.4 全館 913 イ 

ケイゾウさんは幼稚園の庭に住むニワトリで

す。ずっとひとりだったのに４月からうさぎ

のみみこがやってきて、小屋が狭くなりまし

た。おまけに入園したばかりの子ども達の泣

き声はうるさいし、エサは忘れられるしでいいことがあり

ません。ところがある日、小屋の扉が開いて外に出ること

ができたのです。するとみみこも一緒に出てきて……。 

幼稚園を舞台に、微妙な距離感のケイゾウさんとみみこの

やりとりを中心に描かれた物語が10話入っている低学年

向けのおはなしの本です。読んであげれば5歳くらいから

楽しめます。 

「令和4年度図書館の利用に関するアンケート結果報告書」および「アンケートを受けたQ＆A」を作成しました 

今回のアンケート結果に示された図書館利用の動態や各項目のご意見については、これからの図書館運営の

参考とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。報告書は図書館のホームページに掲載してい

ます。中央図書館の郷土資料コーナーでも冊子で閲覧できます。また、寄せられた主なご意見への回答を

Ｑ＆Ａの形にまとめましたので、ご覧ください。 

現時点で満席ですが、

キャンセルがあれば   

予約できます 

図書館ＨＰ       

アンケート掲載ページ 



 

「子どもの読書週間記念行事」を開催します！ 

【ブックスタートボランティア】に「社会教育功労感謝状」が贈呈されました。 

ブックスタートボランティアは平成20年度に発足し、11年以上もの間活動を続けています。長年の活動にわたる功績

に対し、2月11日に開催された袖ケ浦市生涯学習推進大会において「社会教育功労感謝状」が贈呈されました。ボラン

ティアの皆さん、いつもご協力ありがとうございます！ 

ブックスタートは、市内在住の赤ちゃんとその保護者に、絵本の読み聞かせの「体験」と「絵本」をプレゼントし、絵本を

介した心のふれあいの大切さを伝える活動です。  

 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して、イベントを行っています。今年もスタンプラリー

やおすすめ図書リストの配布や貸出冊数の拡大等を全館で実施する予定です。  

 スタンプラリーでは、子どもの本の返却冊数に応じてスタンプを押印、また期間中のおはなし会等の子どもイベントへ

の参加や公民館図書室への来館もスタンプを押します。令和5年度はスタンプ20個で「トショロのミニノート」、40個で

「トショロカレンダー＆スケジュールシール」をプレゼントします。是非お子さんと一緒にご参加ください。 

※公民館図書室は、スタンプを押印できる日が限られます。詳細はスタンプラリーの台紙の裏面等でご確認ください。  

〇開催期間 ４月１5日（土）から５月２１日（日）まで                 

※スタンプラリーの台紙配布は４月1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 

令和４年度にトショロ30周記念イベントとし

て行った「トショロの似顔絵を描いてみよ

う！」に応募してもらったトショロを早速使用

しています。チェックしてみてください♪ 

【ブックスタートのエプロンを着けて登壇しました！】 【R4年度ブックスタートの様子】 

保健センターでのブックスタート                         

日時：火曜日（４か月児教室の終了後）                       

場所：保健センター 

図書館でブックスタート（※要予約）                     

日時：毎月第３火曜日 １０：３０～１２：００                    

場所：中央図書館２階第１会議室                          

定員：１５組まで 

【両会場共通】 

対象：市内在住の１歳未満のお子さんとその保護者   

持ち物：母子手帳 

R5年度には                  

ブックスタートボランティア養成講座を 

開催予定です！ 

・館内のおはなし会                          

（おはなし会、えほんのひろば、おひざにだっこのおはなし会）   

・子ども映画会                            

・中央図書館ラウンジ展示クイズ                 

・長浦おかのおうえ図書館展示クイズ              

・平川図書館クイズ                         

公民館図書室は来館するだけでもスタンプがもらえます！ 

【スタンプがもらえるイベント】  

 これからもボランティアの皆さんと

あたたかい絵本とのひとときを届け

ていきます！是非ご参加ください。 

【WEB予約】 

【ブックスタート    

ボランティアのページ】 

【ブックスタートについて】 

【イベント詳細 ４/１公開】  



 

令和４年度の新着ＣＤを紹介します 

図書館でＣＤを借りたことはありますか？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のほか、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、おすすめのCD

をご紹介します。是非視聴覚コー

ナーにお立ち寄りください。 

「N響吹奏楽」 

NHK交響楽団演奏／山下 一史ほか指揮                     

ソニーミュージックレーベルズ 2022.4  

【D11 エ】中央で所蔵 

 2006年～2011年にかけて行われた”N響ほっとコンサート”の中で

吹奏楽コーナがあり、Ｎ響の管楽器主席者を中心に編成されたアンサン

ブルに国内有数の名プレイヤ－たちも参加して吹奏楽のスタンダード曲

を取り上げ、素晴らしい演奏を繰り広げてきました。その名演の数々を

2枚組ＣＤに集成した、全ての吹奏楽ファンに送る特別企画です。 

 日本を代表するオーケストラの管楽アンサンブルの見事な演奏が光る

アルバムです。 

「Mr．Children ２０１５－２０２１＆NOW」 

Mr．Children／演奏 トイズファクトリー 2022.５ 

【D28 ミ】長浦で所蔵 

 昨年デビュー30周年を迎えたMr．Childrenが、満を持して発売した

ベストアルバムです。2015年から2021年に発表された楽曲に最新曲

２曲を追加した「STUDIO盤」と、30年間のライブから厳選したライブ

音源を収録した「LIVE盤」２枚で構成されています。特に「LIVE盤」は、

会場のファンの歓声や歌声も収録されていて、臨場感たっぷりのエモい

１枚になっています。 

「ユーミン万歳！」 

松任谷由実／歌                      

ユニバーサルミュージック 2022.10 

【D28 マ】平川で所蔵 

 ファンから寄せられたリクエスト曲と、曲にま

つわるエピソードを元に選曲した５０曲に、新

曲１曲を追加した、ユーミンとファンの50年を

寿ぐオールタイム・ベストアルバムです。「守っ

てあげたい」などのテッパン曲から「こんな曲

があったんだ。」と思うようなコアな曲まで、

ファンはもちろんユーミン初心者にもおすすめ

の名盤です。 

昨年の秋に中央・長浦・平川図書館で「イチオシ本のＰＯＰを書こう！」と題して、中高生からイチオシ本の紹介

のＰＯＰを募集しました。現在は募集、館内での掲示ともに終了していますが、その中から袖ヶ浦高校の生徒の作

品をいくつかご紹介します。力作揃いですので、今後も機会をみてご紹介していく予定です。お楽しみに！ 



☆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 ６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、２７日（月）、３１日（金） 

４月の休館日 ３日（月）、１０日（月）、１７日（月）、２４日（月）、２８日（金） 

５月の休館日 １日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２９日（月）、３１日（水）      

６月の休館日 ５日（月）、１２日（月）、１９日（月）、２６日（月）、３０日（金） 

 

 

☆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。 

３月に入り、日差しを暖かく感じる日も増えてきました。今年は花粉の飛散量が例年より多いようで、花粉

症の方にとっては更に辛い季節になりそうです。また私事ではありますが、図書館だより３月分の編集後記

を書くのは今回で４回目です。来年もここで５回目を書けるといいなと密かに思っています。（かみ） 

メールマガジンをご利用ください。                

図書館では毎月、メールマガジンを発行しています。お知

らせやイベント情報の他、新着資料についてもお知らせし

ています。キーワードの登録をすると、タイトル、サブタイト

ル、著者名の中にキーワードを含む新着資料を自動検索

し、メールマガジンの中でお知らせします。メールマガジン

を活用して、お得な情報をゲットしてください。 

図書館ホームページ上でメールマガジンについて紹介 

しています。左のＱＲコードからご覧いただけます。 

高校生のころ、図書室の先生がとても素敵な方で「司書になればきっとあんな人になれる」と思い込み、司書を志し

ました。読んでおもしろかった本を友達に伝えて、感動を共有するのが楽しかったのも司書を目指すきっかけでした。

残念ながら就職の年には地元で司書の募集がなく、市の行政職の試験を受け、いつか図書館に配属されることを夢見な

がら１５年が過ぎました。 

そしてついに中央図書館に配属されました。それから８年、本当に夢のように幸せな日々でし

た。表紙を見せて紹介した本が借りられると嬉しくて、何か企画したり一工夫すると利用者が喜

んでくれたり利用が活発になるので、心底やりがいを感じます。とりわけ「おはなし会」は、楽

しかった！また来るねorまた来てね！と言ってもらえる至福の時間です。 

そんな私をベテラン司書の先輩方は優しく応援してくださり、若い職員も図書館の仕事が楽し

い！と一緒にがんばってくれています。図書館ボランティアは頼もしい戦友のような存在です。

社会教育推進員はユニークな企画で図書館を盛り上げてくださります。袖ケ浦市立図書館・図書

室は、丁寧で親切なカウンタースタッフともども、みんなで知恵をしぼり、より良い図書館を目

指しています。どうぞこれからも、たくさん図書館を活用していただけたら嬉しいです！            

                     生まれ変わってもこの図書館で働きたい職員Ａ 


