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春の風に
さそわれて
図書館に
行こう！

いちはらっ子
読書フェスタ
4 月 23 日(日）
～5 月 12 日(金)

中央図書館及び市内各読書
施設で、こどもの読書週間
にちなんだ、イベントを開
催します。図書館・図書室
でお待ちしています！
＊詳細はちらし、ポスターを
ご覧ください

図書館使って、
元気で楽しい毎日を！

ティーンズ
コーナー
じどうしつは卒業！忙し
いけど、本を読みたいみん
な、集まれ～！
魅力的な本が、いろいろ
入荷中！ 部活、進学、就
職、友だち、恋、好きなこ
となどなど、本からいろい
ろ感じよう！見つけよう！

知の情報拠点

読書はもちろん、ふるさと市原、子育
て、健康増進、医療情報、ビジネス、暮ら
しの中の法律など、子どもから大人まで、
みんながいろいろな目的で活用してもらえ
るように、本や情報を提供しています。
図書館を使って、もっともっと、住んで
楽しい市原市、みんなが元気な市原市へ！

レファレンス
カウンター
広いフロアの通路の
先にあります！
こんな本、あんな本
を探す相談から、知り
たいことや、調べてい
ることに関する本や情
報を提供します。
4 月からは、夜間開
館時も、カウンターに
職員がいます。
お気軽にお声掛けく
ださい！

大人のための
映画会
古くからの名作
映画を中心に上映
しています！
＊詳細はちらし、ポス
ターをご覧ください

医療・健康
情報コーナー
医療や病気のこと、
健康に関することを
視覚に障がい
理解するため、情報
のある方へ
を得るために、ご利
ＤＡＩＳＹ(ﾃﾞｲｼﾞｰ)
用ください。
を知っていますか？！
闘病記の本もコー
専用の機械で、デジ
ナーを設けています。
タル録音図書を聞くこ
豊かな知識を得て、
とができます！
元気な毎日を送りま
普通に印刷された文
しょう！
字を読むことが困難な
方がご利用になれま
す。
利用されている方か
らは、好評を得ていま
す。お気軽に、ご相談
ください。
蔵書数：H29.2 末現在

貸出・返却等
のカウンター
業務について
4 月 1 日(土）から、
業務の効率化のため、
貸出・返却等の中央・
児童・視聴覚カウンタ
ーが業務委託となりま
した。
レファレンスカウン
ターは、司書の資格を
持った市職員が対応
し、更なるサービスの
向上を目指します。

4 月 23 日（日）は「子ども読書の日」、そして 4 月 23 日（日）～5 月 12 日（金）は「こどもの
読書週間」です。今年のテーマは「小さな本の大きなせかい」（読書推進運動協議会 2017 年こどもの読書週間標語）。
小さな本の中に広がる、大きなせかいを感じて体験して欲しい、という思いが込められています。
この期間に、中央図書館と市内の公民館・コミュニティセンター図書室では、子ども達に本の楽し
さを知っていただけるよう様々なイベントを開催します。多くの皆様のご参加をお待ちしています。
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午後１時から。
本の分類を
使ってビンゴを
完成させよう。

１回目
午前１０時から
２回目
午後２時から
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午後 3 時から
定員 30 名
事前に申込み
が必要です
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定員 30 名
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中央図書館の各イベントの詳細は、図書館ウ
ェブサイトか館内掲示のポスター、チラシで
ご確認ください。
公民館・コミュニティセンターの予定は、
各施設へお問合せください。

※時間は６日
と同じです。

むかしむかしあるところに…
おはなし会にあつまれ～

昨年の様子

みんなが読んだ本を
しょうかいする、
‘本だいす木～’

おたのしみ袋
どんな絵本かな？

『ねえ、何か、面白い本無い？』
司書はこの一言を待っています。中央図書館では、
１年間に１万冊以上の本を購入しています。１週間
の平均で大体２００冊となります。雑誌や視聴覚資
料は別です。
これが、どれくらいかというと、みかん箱に単行本が、
大体３０冊入るとすると、１万冊÷３０冊＝３３３箱分。
図書館の本棚が、大体、１棚４０冊入るとして、１万冊÷
４０冊＝２５０棚分。１年間にこんなに新しい本が入って
いるんですよ。でも皆さんが、目の前に１万冊の本を並べて、面白そうな本を選ぶことは、
できませんよね。
１万冊の本は、中央図書館の第 1 フロア（中央カウンター前の天井の高い場所）や、奥の
第 2 フロア、参考図書コーナー（辞典や年鑑）、テイーンズコーナー、児童室などのいろい
ろなところに分かれてしまいます。貸出し中のものもあります。
そんな時に、お役に立てるのが、「司書」です。もちろん、司書が、この１万冊の本の全
てを、隅から隅まで読んでいる訳ではありません。
でも、本を選ぶ段階から、購入した本を並べるまでの間には、必ずその本の紹介や、本そ
のものに目を通しています。また、購入した後にも、図書館での本の予約状況や世間での本
の売り上げ、評判にも目配りを欠かしません。
『何か、面白い本無い？』
この質問にうまく答えられたときほど、司書冥利に尽きることはありません。
「よし！」、「やったー！」
心の中で《ガッツポ－ズ》です。（もちろん、上手くいかない事もありますが…。）

《 私たち司書は、皆さんからのこの質問を、
レファレンスカウンターでお待ちしています。 》
（記：かつての新人）

創作民話作家・エッセイスト

『酒井 登志生 展』開催中
■展示期間
中！
平成２９年３月２日（木）
-４月 27 日（木）
■開催場所
１階 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
■中央図書館開館時間中、閲覧自由
＊2 階は水・金曜日は午後 5 時まで
市原市新堀出身
昭和 10（1935）年 ‐ 平成 27(2015)年
雑誌編集者、テレビライターを経て、歌謡曲
の作詞作曲を手掛けられました。
また、エッセイ集のほか、民話集などの著作物
があります。

いちはらアート×ミックス２０１７
都心から 1 時間、
里山が舞台の芸術祭。
晴れたら市原、行こう。

■開催期間
平成２９年４月８日（土）
-５月１４日（日）
■白鳥小学校にて、『小湊鐵道 100 歳企画』
―里山と暮らし展 遠山あきー
を開催します。（入場無料）
・白鳥小学校の空き教室にて、遠山あき氏の
作品や資料、思い出の品々等を展示します。
・同教室にて、日高誠実展（協力：梅ヶ瀬会）
も開催します。
✜主催:小湊鐵道 / 協力:市原市立中央図書館✜
小湊鐵道沿線の、南市原の里山を舞台にした
芸術祭です。里山アートを五感で感じながら
お楽しみください。

雑誌コーナー

定期発行される閲覧用雑誌の提供スポン
サーとして、本のカバーなどに広告を掲載す
る雑誌スポンサーを募集します。
広告掲載期間 掲載決定の翌月から平成 30
年３月 31 日（金）まで
掲載箇所・内容
掲載箇所
内容
雑誌カバーの表面

カバーに
広告掲載

美しい日本語を大切に

縦４㌢×横 13 ㌢
以内の企業名

山本一力氏を招いて文学講座を開催しました

雑誌カバーの裏面 A４サイズ以下の
広告
雑誌用書棚の扉
掲載料 広告を掲載する雑誌の平成 30 年 3
月分までの購入代金
申込方法 中央図書館にある申込書に必要
事項を記入し、広告案を添えて持参してくだ
さい。
その他 雑誌の購入代金の一覧表は、中央図
書館ウェブサイトで確認できます。
申込・問合先 中央図書館 23-4946

ふるさと市原を知る本

3 月２２日（水）
、市原市勤労
会館で、文学講座を開催しまし
た。満員の会場では、一言ひと
言丁寧に話をしてくださる講演
に、みなさん、熱心に耳を傾け
ていました。言葉は人となりを
表すものである、日本語の良さ
を再認識した、美しい日本語を
孫に伝えたいなど多くの感想が
寄せられました。

『房総古代道研究 房総古代道研究（一）
』
わが郷土市原に出会える雑誌

図書館には、61,000 冊を超える歴史書があります。しかし、市原
の歴史を調べようとすると、
『市原郡誌』や『市原市史』など、限ら
れた書物に頼らざるをえません。
『南総郷土文化研究会誌』や『市原
地方史研究』といった往年の雑誌は、既に休刊だからです。しかしこ
の暮れに、うれしい便りが届きました。市原で研究会活動を続けてい
る房総古代道研究会から、待望の会誌が発刊されたのです。内容も、
国府や国分寺、更級日記などから道路原標まで盛りだくさんで、市原
研究の新たな“道しるべ”として期待される一冊です。

房総古代道研究会誌
（2016.12.1）

≪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１階第１フロア・第２フロアの
み午後 7 時まで。水・金曜日が祝日開館と重な
る場合は、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。

