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夏の図書館活用術

暑い夏！！

図書館で有意義に過ごしてみませんか？

図書館の閲覧席を利用したい
7 月２１日（土）から９月２日（日）の個人閲覧席（No.31～47）
については、以下の方法による先着順でのご利用（事前予約不可）と
なります。なお、6 人掛けテーブル席は受付不要でご利用いただけます。
○開館前の受付は、午前 9 時 15 分から正面入口で行います。
○開館後は、中央カウンターで受け付けます。
※公民館・コミュニティセンターの閲覧席・学習室の利用については、各施設へ直接
お問合せください。
青少年会館は 9:00～17:00 の間、学習室を開放しています。

自由研究 どうやって
すすめたらいいの？

中 央 図 書 館 映 画 会

誰もが悩む自由研究。やりたいけれど、
実際、何をすれば良いのかわからない？？
そんな時には、図書館に来てください！
夏休み期間中は自由研究や工作に関する本
のコーナーを設けます。また、さがしている
テーマに合う本が見つからない時は職員がお
手伝いをしますので、気軽に声をかけてくだ
さい。

大人のための映画会
7 月 24 日（火）

ドラマ（日本）
『ながらえば』

７月 26 日（木） 洋画『逃亡者』

65 分
131 分

時間 いずれも午前 10 時と午後 2 時から上映

子ども向け映画会（アニメ）

『いたずら子ネコ
他 5 編収録』
『チップとデール
７月 29 日（日）
他 7 編収録』
7 月 28 日（土）

45 分
56 分

時間 いずれも午前 11 時と午後 2 時から上映
人数 いずれも各回先着 50 人
費用・参加方法 無料・当日直接２階視聴覚ホールへ
その他 上映 30 分前から受け付け開始

見つけましょう！
市原の情報・千葉県の情報

「郷土・行政資料コーナー」
郷土・行政資料コーナーには、市原市に関わる
様々な資料等を見ることができます。
市原にゆかりのある人物を紹介している「市原人
物譚」（大室晃著・海潮社）や、大正 5 年に発行さ
れた「市原郡誌」は市の著名な人物について書かれ
ています。
また、ふるさと市原に輝く人物コーナーでは定期
的に市原の偉人を取り上げ、写真や作品を展示して
います。（現在 「小柳常吉展」開催中）

夏休みの課題図書
〇平成３０年度

第４２回千葉県読書感想文コンクール課題図書

・小学校低学年の部

・小学校中学年の部

・ええたまいっちょう！請求記号
・えっちゃんええやん 請求記号
・すみれちゃん
請求記号
・なんにもできない
おとうさん
請求記号
・はじめてのゆうき
請求記号
・まほうの
ゆうびんポスト
請求記号

E ﾖｼ
913 ｷﾀ
913 ｲｼ
E ﾋｶﾞ
913 ｿｳ
913 ﾔﾏ

・小学校高学年の部
・伊能忠敬
・ｶﾚｰﾗｲｽを一から作る
・なみだの穴
・ヒロシマのいのち
・幽霊ランナー
・わたしたちの家は、
ちょっとへんです

〇平成３０年度

・キワさんのたまご
請求記号
・警察犬になったアンズ請求記号
・はじけろ！ﾊﾟｯﾄﾗｲｽ 請求記号
・発明家になった
女の子マッティ
請求記号
・春くんのいる家
請求記号
・ライオンつかいの
フレディ
請求記号

913.6 ｳｻ
317 ｽｽﾞ
913 ｸｽ
E ﾏﾂ
913 ｲﾜ
933 ﾏﾂ

・中学校の部
請求記号
請求記号
請求記号
請求記号
請求記号
請求記号

289.1 ｲﾉ
Y610 ｴﾏ
913 ﾏﾊ
913 ｻｼ
913 ｵｶ
913 ｵｶ

・安寿姫草紙
（ものがたり）
・いい人ランキング
・さよなら、ｽﾊﾟｲﾀﾞｰﾏﾝ
・８分音符のﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ
・ひらけ蘭学のとびら
・魔法がくれた時間

請求記号 Y913 ﾐﾀ
請求記号 Y913 ﾖｼ
請求記号 Y933 ﾋﾟﾂ
請求記号 Y913 ﾏﾂ
請求記号 289 ｽｷﾞ
請求記号 Y933 ﾌｫ

第６４回青少年感想文全国コンクール課題図書

・小学校低学年の部
・ルラルさんのだいく
しごと
・きみ、なにがすき？
・なずずこのっぺ？
・がっこうだって
どきどきしている

・小学校中学年の部
請求記号 E ｲﾄ
請求記号 913 ﾊｾ
請求記号 E ｴﾘ
請求記号 E ﾛﾋﾞ

・レイナが島に
やってきた！
・森のおくから
・最後のオオカミ
・すごいね！
みんなの通学路

請求記号 913 ﾅｶﾞ
請求記号 E ﾎﾞﾝ
請求記号 933 ﾓﾊﾟ
請求記号 E ｽｺﾞ

・小学校高学年の部
・奮闘するたすく
・こんぴら狗
・ぼくとベルさん
・クニマスは
生きていた！

・中学校の部

請求記号 913 ﾏﾊ
請求記号 913 ﾏｲ
請求記号 933 ﾛｲ
請求記号 664 ｲｹ

・高等学校の部

・一〇五度
・太陽と月の大地
・千年の田んぼ

請求記号 Y913 ｻﾄ
請求記号 Y963 ﾛﾍﾟ
請求記号 Y616 ｲｼ

・わたしがいどんだ戦い
１９３９年
請求記号 Y933 ﾌﾞﾗ
・車いす犬ラッキー
請求記号 Y645 ｺﾊﾞ‣
・いのちは贈りもの
請求記号 Y956 ｸﾘ

読書感想文【千葉県】
【全国】コンクールの課題図書の貸出・予約について
課題図書のコーナーを設置しています。
なお、課題図書は夏休み期間に利用が集中するため、7 月 1 日（日）から 9 月 2 日（日）まで
以下のとおりとさせていただきます。
○貸出・予約

１枚のカードで２冊まで。○貸出期間

２週間（延長不可）

読書感想文が苦手、書き方は？そんなお悩みの方は、書き方の本も図書館にありますので、併せてご利用くだ
さい！！
【場所】小学生課題図書：１階

児童室

中高校生課題図書：１階

中央カウンター前

お料理レシピとの付き合い方

（ご提案）

汗をかきミネラルが失われてしまうこれからの季節こそ、しっかり
栄養をつけたいものです。じゃあいったい今夜は何作ろうか？主婦(夫)の
永遠の命題ですね。インターネットは非常に便利ですが、レシピを検索
するには、作る品がはっきりしていないと上手くひきあてられません。
自分が何を食べたいのか漠然としているときは、写真がたっぷり載って
いるレシピ本をご利用ください。一冊手元に置いておけば、5 分や 10 分の
隙間時間にパラパラとページをめくれます。すると、おいしそうな料理が
目に飛び込んできて、夏バテ気味で落ちていた食欲も回復？「これ作って
みようかな」というきっかけ作りに結構なっています。
中央図書館では入ってすぐの棚に、お料理レシピの本が所狭しと並んでいます。実はここ、皆さんに
使いやすいよう、図書館の原則である“本は背ラベルの番号順”をちょっとだけ外して、テーマごとに並
べてあります。そのテーマは「飲料」
「食器・食事作法」「食べ歩き・ガイドブック」「お料理エッセイ」
「料理レシピ(一般)」
「調理学」
「お弁当・野外料理」
「日本料理(懐石料理など)」
「中国・東洋料理」
「パ
ン・お菓子・デザート・おやつ」
「西洋料理」。それぞれのテーマの中で、背ラベルの番号と著者の名前
順になっており、サイズの大きい本は、下の方の段に並んでいます。
では、実際にお料理を作る気になったら？そのページはやはりメモを取っておきたいものです。手書
きで写し、自分だけのレシピブックを作るのももちろん良いのですが、ちょっと手間がかかってしまい
ますよね。コピーを取るのも一つの手、ただその紙を飛ばしてしまう心配も…。私個人はタブレットに
写真を撮って収めています。これなら写真もカラーだし、小さな文字でも拡大が簡単にできます。レシ
ピ専用フォルダーを１個作っておいて、気に入った品があればパチリ。後で作るときには、さっと引き
出すことができます。台所に直接タブレットを置いて見ながら作っていますが、汚れた手で触っても後
で画面を布で拭き取れば OK。作ってみて美味しかったらコメントを添えてみたり、美味しくなかった
ら削除するなど、管理も簡単です。
なお、撮影はご自宅で。また、タブレットで撮影されたものは著作権法上、”私的使用”に限り許され
ておりますのでご注意ください （記：BLUE）

幕末の大関
ふるさと市原を知る本

『小柳 常吉 展』開催中！
■展示期間
平成３０年６月１日（金）－９月２日（日）
開館時間中、閲覧自由
＊2 階は水・金曜日は午後 5 時まで
■開催場所
１階 記念展示架・
郷土・行政資料展示コーナー
「ふるさと市原に輝く人物コーナー」
２階 展示ケース
1817 年（文化１４）上総国市原郡上高根村
（現在の市原市上高根）生まれ。
1843 年には場所最高の成績（今日でいう初
優勝）を飾り、大関まで昇進。ペリー来航時
には、米俵５俵を一度に運び、挑戦してきた
アメリカ水兵３人を一度にやっつけ怪力ぶり
を発揮した。1856 年（安政３）に引退後は
年寄阿武松を襲名。1858 年没。

『地理から学ぼう ちばの魅力

おもしろ半島ちば』
千葉地理学会／著（千葉日報社）
千葉日報に連載中の「おもしろ半島 ちばの
地理再発見」から、2016 年 4 月までの１２０話
を、地域ごとにまとめたものです。
執筆のコンセプトは、①千葉の魅力的なトピ
ックスを、②地理的な視点から、③中学生でも
楽しめる個性で、④一話完結型にまとめ、⑤現
地ガイドにもなるもの。手に取ってみると、ど
こからでも、気軽に読むことができます。
第 6 章に、上総国分寺や鎌倉街道、点字の父
石川倉次などが紹介されていて、地理学ならで
はの広がりが、感じられます。
楽しみながら、郷土への関心も深まっていく
一書です。

いちはらっ子読書フェスタ 20１８を
4 月 2２日（日）~5 月 1３日（日）
に開催しました。ご参加いただいた、
イベントの一部を紹介します！

《ぬいぐるみ
２０体のぬいぐるみが図
おとまり会》 書館にお泊りしました。
いつも仲良く遊んでいる
お友達のために、ぬいぐ
るみが素敵な絵本を選び
ました。おむかえにきて
くれた子ども達は、ぬい
ぐるみとの再会と、絵本
に大喜びでした！

《おたのしみ袋》

《図書館DEビンゴ》
袋の中身はひ・み・つの
お楽しみ袋！
テーマをヒントにみんな
何か入っているのかなと
借りていきました。
さて、袋の中身はいかが
でしたか？

《本だいす木～》
本の分類を使って、「ビンゴ」を完成させよ
う！といろいろな本を借りてくれました。
参加賞のこいのぼりのしおりと、ビンゴ達成
の「マーブリング」を体験して用紙に素敵な
模様の色をだしていました。
当日は母の日。きれいにできた用紙にみんな
お手紙でもかいたかな？

読んだ本の感想を
葉っぱに書いて壁
の木にはってくれ
ました。たくさん
の葉っぱがついて
大きな木になりま
した。

■ これからも、たくさんの本と一緒に、みなさまのご来館をお待ちしております。

■

１６ミリ映写機操作講習会
16 ミリ映写講習会を開催します。操作方法を学んでみませんか？
日時 平成３０年８月２３日（木） 午前９時３０分～午後２時３０分
場所 市原市立中央図書館 ２階視聴覚ホール
対象 市原市内在住・在勤者
定員 １０名（定員になり次第締切）
受付方法
7 月１７日（火）から８月１６日（木） 中央図書館へ電話で申込む
参加費無料
講習受講者には「千葉県１６ミリ映写機操作講習修了証」が発行されます。

≪中央図書館利用案内≫
★開館時間 午前 9 時 30 分～午後 5 時
※水・金曜日は一般開架のみ午後 7 時まで
ただし、祝日の場合は除く
※児童室・視聴覚コーナーは全日午後 5 時まで
★貸出冊数・貸出期間
図書・雑誌 10 冊まで
視聴覚資料 2 点までいずれも 2 週間

★休館日 毎週月曜日
毎月平日最終日（月末図書整理日）
特別整理期間（蔵書点検等）
年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
★初めてカードを作るには
住所氏名の確認できるもの（運転免許
証等）をお持ちください。

