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文学講座・特別講演会のお知らせ

『ミステリーと私』
おおさわ

ありまさ

講師：大沢

在昌 氏
「撮影：塔下智士」

３月２０日（水）

日時：平成３１年

【開場】午後１時
【開演】午後２時～午後３時３０分
場所：市原市勤労会館（you ホール）
３階 多目的ホール
定員：３００名

《プロフィール》
1956 年 愛知県名古屋市出身。慶応義塾大学中退。
1979 年 「感傷の街角」で第 1 回小説推理新人賞を受賞し作家デ
ビュー。
1991 年 「新宿鮫」で第 12 回吉川英治文学新人賞と第 44 回日本
推理作家協会賞長編部門を受賞。
1994 年 「無間人形

新宿鮫 4」で第 110 回直木賞受賞。

事前申込：２月１日（金）
2004 年 「パンドラ・アイランド」で第 17 回柴田錬三郎賞受賞。
受付開始 午前 9 時 30 分～
※中央図書館窓口（中央カウンター）または
電話にてお申込みください。
※手話通訳あり
【申込・問合先】市原市立中央図書館
（TEL：２３－４９４６）

2006 年～2009 年

日本推理作家協会理事長を務める。

2010 年 第 14 回日本ミステリー文学大賞受賞。
2014 年 「海と月の迷路」で第 48 回吉川英治文学賞受賞。
2019 年 作家デビュー40 周年を迎える。

中 央 図 書 館 映 画 会
市原のことをもっと知ってみよう！調べてみよう！

大人のための映画会
１月 19 日（土）

邦画『風雲児信長』 日本語 91 分

1 月 25 日（金）

邦画『天狗飛脚』

１月３0 日（水）

邦画『人情紙風船』 日本語 86 分

時間

日本語 80 分

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
１月 26 日（土）
時間

アニメ『日本のおとぎ話』 45 分

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 分前から受付開始

図書館では、図書や行政資料・リーフレット等から、
市原のいろいろな情報を入手することができます。
図書館で、市原の魅力を発見してみませんか‼
今年、市原では、なんといってもラグビーが熱い!!
「アイルランド代表チーム」の公認チームキャンプ地に
なっているとともに、ラグビーの国際リーグ「スーパー
ラグビー」日本を代表して参戦する「サンウルブズ」が
「市原スポレクパーク」を練習拠点に活動します！ 図
書館では、ラグビーに関する本やチーム紹介の展示を行
います。まずは、図書館でラグビーに関する情報を入手
して、応援しましょう！

子ども読書活動推進フォーラム２０１８

絵本作家

「武田美穂さん講演会」と
「ビブリオバトル」
平成 30 年 12 月 8 日（土）
絵本作家 武田美穂 氏 をお迎えして、「武田美穂 絵本の世界」と
題して講演会を実施しました。
また、第２部はビブリオバトル（書評合戦）を実施しました。
●武田先生

講演会の様子

ええええ生講演の様子

●ビブリオバトル

チャンプ本

「ディズニーそうじの神様が
教えてくれたこと」
福本 理乃さん 八幡中学校 3 年
ええええ生講演の様子

武田美穂

氏

プロフィール

1959 年 東京生まれ
1987
年に『あしたえんそく』
・ビブリオバトルとは
ビブリオバトルとは５分間で本の内容を紹介。
２分間の質問タイム。それを聴いた観客（参加 で絵本作家としてデビュー。
者）が、どの本が読みたくなったか、投票して、 同書はクレヨンハウス絵本大
得票数が１番多い本が「チャンプ」になります。 賞の優秀作品に選ばれる。
1992 年に「となりのせきのま
●６名のバトラーの発表順・発表作品
ええええ生講演の様子
すだくん」で絵本にっぽん大
・黒田真友里 市原中学校
賞、講談社出版文化賞受賞。
「ちいさなちいさな王様」
「ますだくん」シリーズや NHK
・中山 翔太 有秋中学校
子ども番組「ざわざわ森のが
「大坂城の十字架」
んこちゃん」の挿絵、人形デザ
・地引 識乃 東海中学校
インを手掛ける。
「ブロードキャスト」
・福本 理乃 八幡中学校
「ディズニーそうじの神様が
教えてくれたこと」
・後藤 蒼羅 国分寺台西中学校
「レッドスワンシリーズ」
・林 菜月
三和中学校
「僕はまた、君にさよならの数を見る」

第 1２回子ども読書感想画コンテスト
結果発表！！
市長賞
菅原

和沙さん

賞
教育長賞

光風台三育小学校

作品名「心の表情」

5年

子ども読書感想画コンテストとは？
市内の小学生・中学生を対象に、本を読んで感じたこと
を自由に表現した「読書感想画」を募集して、コンテスト
を行っています。今年は、３００点の応募があり、その中
から、優秀な作品を選考し、秋の読書週間中に図書館にて
表彰式と展示を行いました。また、市民ギャラリー（姉ヶ
崎駅・八幡宿駅）にも作品を展示しました。

優秀賞

優良賞

氏

学校名

学年

野田 晃平

清水谷小学校

2年

渡邉

有秋南小学校

1年

下村 留生

京葉小学校

５年

田中 春寿

石塚小学校

６年

野田 竜成

清水谷小学校

6年

吉原 安純

ちはら台南中学校

１年

佐藤 麗愛

市東第一小学校

1年

久保 四葉

五井小学校

３年

髙石 ひなの

海上小学校

３年

露㟢 陽太

光風台三育小学校

３年

矢原 寛菜

五井中学校

３年

学校奨励賞

名

紬

五井小学校

旅先で感じる“市原”
旅先で図書館に寄ると、することがあります。それは、
“市原”に関係する本を探すことです。
例えば、岡山県の瀬戸内市民図書館に行った時、市内に遺跡があることもあってか、
「遺跡を
学ぶ」というシリーズがずらっと並んでいました。このシリーズには確か市原の貝塚の本があ
ったなと思い出し、探してみるとちゃんとありました（『房総の縄文大貝塚・西広貝塚』忍澤成
視／著（新泉社 2011））。普段この図書館を利用している人で「西広」が市原市の地名だと知
っている人はほとんどいないと思いますが、私を待っていたかのようにそこに並んでいました。
また、昨年岩手県を旅したのですが、一関市立一関図書館では、児童書のコーナーに『出発進
行！里山トロッコ列車 小湊鐵道沿線の旅』かこさとし／作・絵（偕成社 2016）がありまし
た。かこさとしさんの知名度からか、この本は多くの図書館で所蔵されているようです。そし
て、紫波町図書館では、カバー画を市原市名誉市民の銅版画家・深沢幸雄さんが担当している
『宮沢賢治詩画館』宮沢賢治／著（宮沢賢治絵童話集 14 くもん出版 1993）に出会いまし
た。さらに、この図書館では「図書館を使った調べる学習コンクール」の入賞作品が展示されて
いて、市原市内の小学校に通う児童の作品もありました！図書館の職員さんとこの話になった
ところ、なんとその子が家族とともにここに来たことがあるということで二度ビックリ！！遠
く離れた市原市と紫波町の不思議な縁を感じた瞬間でした。（Ⅿ）

ふるさと市原を知る本
歌人・小説家

『原田琴子（斎賀琴）展』開催
■展示期間
平成 30 年 12 月１日（土）－
平成 31 年 3 月 28 日（木）※３月休館予定あり
開館時間中、閲覧自由
＊2 階…水・金曜日 午後 5 時まで
■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
（青鞜社関連）
斎賀琴は、雑誌『青鞜』に「夜汽車」や『青
鞜』唯一の反戦的な作品「戦禍」といった小説
や短歌を発表後、教育学者の原田実と結婚。原
田琴子として『萬朝報』に小説「をとめの頃」
、
『国民新聞』に「許されぬもの」を連載。１９
６２（昭和３７）年には『さざ波 歌集』を出
版後、１９７３（昭和４８）年８０歳で亡くな
りました。
今回の展示では、
『さざ波 歌集』と、その本
に掲載された一首が印刷された風呂敷、短歌が
掲載された当時の『青鞜』、直筆の書簡などを展
示しています。

『さざ波 歌集』
（館内閲覧資料・場所等は
レファレンスカウンターに
お尋ねください）

大正から昭和にかけて活躍した、作家、原田
琴子の古稀を記念した私家版の歌集です。
原田琴子は、１８９２（明治２５）年、市原
郡五井町の商家に生まれました。五井町尋常高
等小学校卒業後、東京家政女学校などを経て、
日本女子大学へ進学します。
在学中に平塚らいてう氏と知り合い、日本初
の女性文学雑誌『青鞜』に小説、翻訳、詩歌な
どを、また雑誌『創作』や『潮音』などに歌を
発表しています。
『さざ波 歌集』のあとがきには、旧姓「斎
賀」の頃に発表したものは「すべてはぶきまし
た」とありますが、ふるさとの星空、実家の母
親や家族への想いなどを詠んだ歌が編まれてい
ます。

《本とあそぼう全国訪問おはなし隊》
たくさんの児童書を積んだキャラバンカーがやってきます。中で自由に読むことができま
す。読んだ後はおはなし会にご参加ください。（両方参加のお子さんにはおみやげがあります）
平成３１年１月１３日（日）
※申し込み不要
直接会場へお越しください。
午前１０時３０分から１１時
キャラバンカー内見学
中央図書館正面玄関前
午前１１時１０分から１１時４０分
おはなし会
２階視聴覚ホール

《子どもと読書講座》
「不思議がいっぱい！親子で科学あそびをしよう！」
平成３１年２月１７日（日）2 階視聴覚ホール 定員各部３５名
講師 坂口美佳子 氏 「科学の本と体験のキャッチボールを」をモットーに多数の講座を開催
午前の部 午前１０時から１２時
１月１５日 （火）～
「はーん？反射ってなんだろう～水の万華鏡をつくろう～」
児童室カウ
ンターま たは電
午後の部 午後１時３０分から３時３０分
話で申し込 んでくだ さい。
「紫外線ってなんだろう～UV チェックストラップをつくろう～」

《知の情報拠点活用講座》
「図書館を上手に活用して認知症を予防しよう！」
平成３１年２月８日（金）
午後１時３０分から３時３０分 2 階視聴覚ホール 定員４０名
講師 結城俊也 氏
医療福祉学博士 専門理学療法士
１月８日（ 火）～
中央カウン
ターまた は電話
※健康教室、介護教室転倒予防教室等、図書館を活用した
で申し込ん でくださ い。
医療健康講座多数開催。著書多数。

中央図書館天井耐震化等工事のお知らせ
中央図書館第 1 フロアの天井耐震化等のため、工事
を行っています。騒音・振動により大変御迷惑をおか
けいたしますが、御協力お願い申し上げます。
【一部休館期間】※第 1 フロアのみ休館
平成３１年２月２８日（木）まで※月末図書整理日開館します。
【全面休館期間】
平成 31 年３月１日（金）～３月下旬
※工事の進行状況により、変更する場合がございます。

≪中央図書館利用案内≫
★開館時間 午前 9 時 30 分～午後 5 時
※水・金曜日は一般開架室のみ午後 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。

