「国分寺台の遺跡調査と上総国府推定地」
講師：浅利幸一 氏

講師：科学読物研究会 坂口美佳子 氏

10/20（火）

10/18（日）

10/17（土）14 時-15 時 30 分

①10 時-12 時 「羊のおくりもの」
②13 時 30 分-15 時 30 分「ゴムのじっけん」
会場：視聴覚ホール 各回先着 35 名
申込方法：10 月 1 日（木）午前 9 時 30 分～
中央図書館 児童室及び電話

①10 時～10 時 30 分
②14 時～14 時 30 分
③16 時～16 時 30 分
会場：玄関ロビー
当日直接参加

会場：視聴覚ホール 先着 50 名
申込方法：10 月 1 日（木）午前 9 時 30 分～
中央図書館 中央カウンター及び電話

「市原市が生まれたころ」
11/1（日）9 時 30 分-15 時 30 分

11/3（火・祝）

会場：視聴覚ホール・集会室
当日直接参加・整理券配布有
（会場への最終入場は 15 時）
※図書利用カードをお持ちください。

①10 時 30 分～11 時
②14 時～14 時 30 分
会場：１階展示架前
当日直接参加

11/7（土）10 時 30 分-11 時

11/6（金）14 時

10 月 22 日(木)

会場：玄関ロビー

会場：児童室 当日直接参加
ジェフレディースの選手が図書館員として登場！
みんなで選手から本を借りちゃおう！

11 月 7 日(土)

「高齢者とその家族のための生活安心講座」
講師：法テラス千葉 加藤梓 弁護士

10/21（水）10 時-11 時 30 分
会場：視聴覚ホール 先着 50 名
申込方法：10 月 1 日（木）午前 9 時 30 分～
中央図書館 中央カウンター及び電話

当日直接参加

おはなし会終了後には館内見学ツアーを行います。

「夢追いかけて」

「美女と野獣」

11 月 8 日(日)
「ロラックスおじさんの秘密の種」
※各日ともに 14 時～

期間中開催 セレクトブックコーナーＣ

期間中開催 第１フロア中央通路

タイトルも装丁もわからないように、書き出しの文章のみ
でラッピングした本を展示します。直感だけを頼りに本を
選んでみませんか？新たな世界との出会いがここに！

所定の用紙に皆さんのおすすめ本を紹介してく
ださい。あなたの１冊が、誰かの未来を開く１冊
になるかもしれません。

会場：視聴覚ホール
当日直接参加 各日先着 50 名

期間中展示 中央カウンター前

期間中展示 中央カウンター前

期間中展示

「第３回わたしが選ぶ いちはらの景観 100 選
～いちはらの水辺～」入賞作品展示

平成２７年度読書感想画コンテスト
受賞作品の展示

セレクトブックコーナーＡ
医療・健康情報コーナー
「健康寿命 のばす努力に 未来あり」
をテーマにした本の展示・パスファイン
ダーの配布。

１階 「市原市が生まれたころ

２階 「この本が未来を開く１冊に！」

～過去を知って未来を描く～」

※詳細は各事業のお知らせをご覧ください。

2015.10.17(土)-11.8(日)
市原市立中央図書館
TEL23-4946

10/31(土) 10 時～11 時 30 分
事前申し込みで１５人まで
申込方法：10 月 1 日（木）から
有秋公民館 図書室及び電話

受付期間：10/1(木)～10/31(土)
交換会 ：11/7(土)
家庭で不要になった本を寄付してください。
交換会でリサイクルします。

10/17(土)～11/9(月)
日頃読まれていない時代小説の紹介や、
人気のある時代小説に関連する資料を展
示、貸出をします。

☎61-0124

本のフィルムカバー貼りと、切り絵のしおり
作りをやってみませんか？
※持ち物：ご自分の本（A4 サイズまでの
大きさ）を１冊

☎66-0121

10/14(木）～11/9(月)
小湊鐵道開業 90 周年にちなみ、鉄道
関連及び秋を探しての旅行を特集し、
展示、貸出をします。

図書館 i らんど 2015
市内各読書施設イベント案内
イベントの詳細は、各読書施設に
お問合わせください

10/14(木)～11/9(月)
秋を取り上げた絵本、読み物を集めて
展示、貸出をします。

☎22-2121

10/17(土)～10/18(日)
「保存年限の過ぎた雑誌のコーナー」
をつくり、希望者へ無償配布します。

10/17(土)～11/8(日)

10/17(土)～11/9(月)

みなさんのおすすめ本を紹介してください。
紹介文を掲示します。

年齢ごと、テーマごとにおすすめの本
をセットにして展示、貸出をします。

10/17(土)～11/9(月)
読んだ本の感想を書いてみませんか？
その「感想カード」を掲示します。

10/17(土)～11/9(月)
利用者の皆さんや公民館スタッフが「おす
すめカード」で紹介・お勧めする本の特設
コーナーをつくります。

☎24-1600

11/1(日)～11/6(金)

10/17(土)～11/8(日)
全国学校図書館協議会選定の”よい絵
本”や日本・世界のむかしばなしを展示、
貸出をします。

「本についての本」を集めて展示、
貸出をします。

☎74-8521

10/17(土)～11/8(日)
期間中に貸出や本の紹介をした方に
スタンプを押し、５個集まったらプレゼ
ントを差し上げます。

☎41-1984

10/17(土)～11/9(月)
貸出の時に、スタンプ帳にスタンプやシール
を貼ります。ゴールしたらお子さんにしおりを
プレゼントします。

10/17(土)～10/18(日)
11/1(日)

古本や保存年限の過ぎた雑誌のリサイクル
と、雑誌の付録をくじ引きで差し上げます。

10/31(土)・11/1(日)
10/17(土)～11/9(月)

古本や保存年限の過ぎた雑誌をリサ
イクルし、希望者へ無償配布します。

みなさんのおすすめ本を紹介して
ください。紹介文を掲示します。

保存年限の過ぎた雑誌をリサイクルし、希
望者へお一人２冊まで無償配布します。

11/1(日) 11 時～11 時 30 分
マリオネットの人形劇を上演します。

10/17(土)～11/9(月)
10/17(土)～11/9(月)
心の癒しや、体の病気予防、運動、食事な
ど健康に関する本を展示、貸出をします。

☎74-5516

食・運動・くらし・趣味・コミュニケーション
の中から、健康に良いとされる本をセレ
クトして展示、貸出をします。

☎92-0039

11/1(日)～11/9(月)
貸出の時に、手作りのしおりを先着
３０名の方にプレゼントします。

☎98-0033

