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国立国会図書館デジタル化資料送信サービス開始
国立国会図書館デジタル化資料送信サービスは、国立国会図書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理由で入手
が困難な資料を公共図書館等の館内で利用できるサービスで、中央図書館では４月 2 日（火）からサービスを開始して
います（公民館・コミュニティセンター図書室では利用できません）。
◯対象

市原市立図書館の図書利用カードをお持ちの方

※小学生以下は保護者と一緒にご利用ください。

◯利用方法 １階中央カウンターで情報端末（利用者向けインターネット用端末）の利用を申し込んでください。その
際、国立国会図書館デジタル化資料送信サービスを利用したい旨をお申し出ください。（職員が国会図書館
の資料を閲覧できるよう、情報端末を操作します。）なお、情報端末の利用は１時間（空いていれば１時間
延長可能）です。複写（プリントアウト）をご希望の方は、レファレンスカウンターにお申し出のうえ、
「資料複製申込書」のご記入をお願いします。（職員がレファレンスカウンターで複写をします。）
複写料金は１枚 10 円。Ａ４サイズ、白黒のみ（カラーは不可）。表示されている画像のトリミング（印
刷範囲の設定）をすることができます。なお、複写できる範囲は、著作権法で認められた範囲となります。
図書館向けデジタル化資料送信サービス（国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html）

図書館の閲覧席利用方法
7 月１３日（土）から９月１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。（図書利用カードを持参ください。）
○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。
青少年会館は午前 9 時から午後５時まで学習室を開放しています。

中 央 図 書 館 映 画 会
<大人のための映画会>

洋画『哀愁』
108 分
（吹替え）
洋画『黄昏』
７月 25 日（木）
122 分
（吹替え）
時間
いずれも午前 10 時と午後 2 時から上映
<特別上映会>
綾小路きみまろ
7 月 14 日（日）
65 分
爆笑！
時間
午前 1１時と午後 2 時から上映
<子ども向け映画会（アニメ）>
『ぞくぞく村のお
7 月 21 日（日）
52 分
ばけたち 2 話収録』
『イソップ物語
７月 28 日（日）
50 分
４話収録』
時間
いずれも午前 11 時と午後 2 時から上映
7 月 23 日（火）

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

自由研究・工作どうしよう？

夏休みといえば宿題。自由研究で悩んでいる人はい
ませんか。そんな時は、図書館へ来てください。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。調べたいことがあったら職員がお手伝いしま
すので、気軽に声をかけてください。

見つけましょう！読みましょう！使いましょう！

「高齢者向け紙芝居」
医学の本の近くにある「医療・健康情報サービスコー
ナー」の一角には「高齢者向け紙芝居」もあります。
笑いや感動は健康維持のためによいとされていること
から、福祉施設で読みたい等、多くの利用がされていま
す。昨年度は、大人向けおはなし会にて、高齢者向け紙
芝居の中から「金色夜叉」を選び、お話を
したところ大変好評をいただきました。
ぜひ一度利用してみてください。

もうすぐ夏休み、思いっきり遊ぶのも楽しいですが、

夏休みの課題図書

図書館で読書をしてみませんか？読んだ本で読書感想文
を書くのもいいですが、どんな本を読んだら良いか迷っ
たら課題図書を読んでみてください。

◎

第６５回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

♦小学校低学年の部
・魔女ののろいアメ
草野あきこ／作
・スタンリーとちいさな火星人
サイモン・ジェームズ／作
・心ってどこにあるのでしょう？
いもとようこ／絵
・もぐらはすごい アヤ井 アキコ／著

♦小学校中学年の部
・かみさまにあいたい
当原珠樹／作
・子ぶたのトリュフ ヘレン・ピータース／文
・そうだったのか！しゅんかん図鑑
伊知地国夫／写
・ハチごはん
横塚眞己人／写真と文

◎

♦小学校高学年の部
・ぼくとニケ
片川優子／著
・かべのむこうになにがある？
ブリッタ・テッケントラップ／作
・マンザナの風にのせて
ロイス・セパバーン／作
・もうひとつの屋久島から
武田剛／著
♦中学校の部
・星の旅人
小前亮／著
・サイド・トラック
ダイアナ・ハーモン・アシャー／作
・ある晴れた夏の朝
小手鞠るい／著

♦高等学校の部
・この川のむこうに君がいる
濱野京子／作
・ザ・ヘイト・ユー・ギヴ アンジー・トーマス／作
・ヒマラヤに学校をつくる
吉岡大祐／著

第４３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
・エレベーターのふしぎなボタン
加藤直子／作
・こぶたのタミーはじめてのえんそく
かわのむつみ／作
・さよならともだち
内田麟太郎／作
・ながいおるすばん
垣内磯子／作
・みずとはなんじゃ？
かこさとし／作
・ぼうけんはバスにのって
いとうみく／作

♦小学校中学年の部
・しりとりボクシング
新井けいこ／作
・巣箱のなかで
鈴木まもる／作
・大好き！おじさん文庫
深山さくら／著
・聴導犬こんちゃんがくれた勇気 高橋うらら／著
・ほっとい亭のフクミミちゃん
伊藤充子／作
・ユンボのいる朝
麦野圭／作

♦小学校高学年の部
・赤はな先生に会いたい！
副島賢和／著
・稲妻で時をこえろ！
小森香折／作
・シロクマが家にやってきた！
マリア・ファラー／作
・化けて貸します！レンタルショップ八文字屋
泉田もと／作
・日小見不思議草紙
藤重ヒカル／作
・わたしの苦手なあの子
朝比奈蓉子／作

♦中学校の部
・うみべの文庫
堀米薫／著
・捨て犬たちとめざす明日
今西乃子／著
・それでも人のつもりかな
有島希音／作
・チャーシューの月 村中李衣／作
・ひかり舞う
中川なをみ／著
・笑う化石の謎
ピッパ・グッドハート／著

読書感想文【全国】【千葉県】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（月）から 9 月 1 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

皆さんはこの、市原市立中央図書館報「こすもす」をどこで手に入れましたか？
「こすもす」は図書館報なのに、中央図書館以外に、公民館やコミュニティセンターでもお配りしていま
す。市原市は面積が広い自治体ですが、どの地区にお住いでも同じようなサービスが受けられるよう、中央
図書館、公民館、コミュニティセンター（以下「読書施設」と言います。
）がネットワークを作り、次のよう
にサービスを展開しています。
・最寄りの読書施設に読みたい本が無くても、他の読書施設から取り寄せることが
できます。なんと、市原市の読書施設に無い図書や雑誌でも市外、県外の読書施設
から取り寄せることができる場合もあります。
・市内の読書施設で借りた本や雑誌、ＣＤ、ＤＶＤは別の市内の読書施設に返すことができます。
さらに、中央図書館では、レファレンスコーナーに読書施設の専門職員（司書）がいますので、こんな質
問や相談にもお応えてしています。
Ｑ今度子どもが結婚するんで結婚式で使いたいんだけど、子どもが生まれた日にどんな出来事があったか調
べられるかな？
Ａ図書館で契約している新聞記事のデータベースを使って、過去の新聞記事を検索したり、新聞縮刷版やマイ
クロフィルムでも調べることができますよ。
Ｑいつもは時代物の小説ばかり読んでるんだけど、たまには現代もののミステリー小説を読んでみたいから
何か面白いもの教えてよ。
Ａミステリー小説の内容を紹介する本もあるし、職員から「とっておきの本」を教えてもらうことができるか
も。
Ｑ更級日記と市原市って何か関係があるの？来年２０２０年は、更級日記に何か関係があるの？
Ａ更級日記に関連する様々なことを調べることができる図書を、郷土資料コーナーに用意しています。イベン
ト情報なども分かるかも。
さてこのコーナーのテーマは『本のある毎日、図書館のある暮らし』です。
読書施設は皆さんの暮らしに役立っていますか？読書施設を使いこなしていますか？まだ、あなたにぴっ
たりの本や皆さんが知らない読書施設の便利なサービスがきっとありますよ。
「こんなこと聞いていいのかな？」
「声をかけて聞いてもいいのかな？」なんて、気おくれや遠慮はいりま
せん。専門職員に何でも聞いてください。レファレンスコーナーにて皆さんをお待ちしております。
（T）
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■展示期間
６月１日（土）－７月３０日（火）
中！
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 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
1882 年（明治 15 年）生まれ。本名・栄多。
1893 年に五井町に移り 1899 年に東京美術学
校彫刻科選科に入学。その後、禅布教のため渡
米し西洋世界で最初の禅寺曹渓庵をつくる。
1945 年（昭和 20 年）ニューヨークで死去。

戦争を知る本
戦後五十年記念誌

『平和への祈り』
千葉県広報協会／編
（千葉県）
戦後 50 年を記念して発行された記念誌。
県民の戦争体験手記集等を掲載。平和について
考える 1 冊にしてはいかがでしょうか。
※今年は終戦から 74 年目。市原市議会で「非核
平和都市宣言」を決議してから３５年目を迎えま
す。平和の大切さや命の尊さを継承していくため
に、8 月に図書館で企画展を開催します。平和に
関する資料や、折り鶴作成コーナーを設置しま
す。ぜひ、ご来館ください。

利用者開放パソコン席（4 席）で無線 LAN 内臓パソコン・
タブレットを使うことができます。
利用の際は中央カウンターでお申込みください。
設定規格等
無線 LAN 規格

Wi-Fi 規格対応 IEEE802.11n,g,b 準拠

SSID

FreeWiFi-tosyokan

ＷＰＳ（暗号化）

使用しています

注意事項
本サービスの利用にあたっては以下の点にご注意ください。
•本サービスの利用料金は無料ですが、インターネット上の有料サービスはお客様負担になります。
•機器の相性、システムの不具合その他により、サービスが利用できない場合もあります。
•パソコンやタブレット、無線 LAN カードの貸出しは行っていません、お客様においてご用意くだ
さい。
•本サービスの利用により生じたあらゆる損害、損失について中央図書館（市原市）は一切責任を負
いません。
•本サービスにおいて、不正アクセス行為の禁止等に関する法律を遵守してください。
※公開 Wi-Fi（無線 LAN）のため、個人情報（パスワードや氏名・住所・電話番号等）は入力しな
いでください。

4 月 23 日(火)～5 月 12 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。
≪子どもと読書講座≫
「20 億年前から生きてい
る、ぼくたちの先祖粘菌に会
おう！」では、数時間で姿、
形が変わる「粘菌」の様子を
観察しました！

≪ぬいぐるみおとまり会≫
１１体のぬいぐるみが図
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！

≪中央図書館利用案内≫
★開館時間 午前 9 時 30 分～午後 5 時
※水・金曜日は第一フロア、第二フロアの
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。

