春の図書館だより

ピーちゃん・ナッちゃん
八街市のイメージキャラクター

八街市立図書館

５／５（日）、６（月）は開館します
主な内容
【２面】・子ども読書の日・こどもの読書週間おはなし会
スペシャルのおしらせ
・ご存知ですか？レファレンスサービス
・視聴覚教材センターからのおしらせ

【４面】・カレンダー、シアターアップデート、
えほんがうごくえいがかい、絵本の
読み聞かせ講座、こどもの日映画
会のおしらせ

医療健康サービスのページを新設しました
八街市立図書館のホームページから闘病記コーナーの本が検索しやすく
なりました。（http://www.library.yachimata.chiba.jp/toubyouki.html）

疾病や症状ごとに分類
しましたので、検索しや
すくなりました。

雑誌をさしあげます
市図書館所蔵の月刊・隔週刊・週刊雑誌（１５０タイトル）を市民の方にさしあげます。
また、付属品も併せて配布します。
と

き

４／２～５／２６（休館日を除く）
付属品は４／２（火）に一括配布します。

ところ

図書館１階コンピュータブース後ろ

内 容

月刊誌：平成２１年４月から平成２２年３月
週刊誌：平成２３年４月から平成２４年３月
（付属品のうち、ＤＶＤは対象外です）

※欠号や欠品のものがあります。ご了承ください。

皆様に広く利用していただきたい
ため、雑誌は一人５冊、付属品は
一人１点でお願いします。

子ども読書の日・こどもの読書週間おはなし会スペシャルのおしらせ
子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、「こどもの読書週
間」は１９５９年（昭和３４年）に誕生しました。もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心とした２
週間（５月１日～１４日）でしたが、子どもの読書への関心の高まりを受けて、「子ども読書年」で
ある２０００年より現在の４月２３日（世界本の日・子ども読書の日）～５月１２日に期間を延長し
ました。開始当時より、図書館・書店・学校を中心に、子どもたちに本を手渡すさまざまな行事が
行われてきました。
幼少の時から書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、物ごとを正しく判断する力をつけて
おくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。子どもに読書を勧めるだけでなく、大
人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、それが「こどもの読書週間」です。
（社団法人 読書推進運動協議会ホームページより）

市図書館では、このことにちなんで、子ども読書の日・こどもの読書週間おはなし会スペシャ
ルを開催します。おはなしの他に大型絵本やパネルシアターをします。年齢制限がないので、
小さなお子さんや、大人の方も参加できますので、どうぞご参加ください。
と き
ところ
申 込
参加費

４／２７（土） 午後３時～
市図書館
不要
無料

ご存知ですか？
レファレンスサービス
例えば、映画・時代劇・ドラマなどの原作
を読んでみたいけれども、どうやって探せ
ばいいかわからない…、などお困りのときに
は、お探しの資料についてご相談を承って
おります。
みなさまのお役にたちたい レファレンス
サービスのご案内でした。

視聴覚教材センターからの
おしらせ
市図書館には、教育関係団体や社会福
祉団体向けに，プロジェクター・スクリーン・
ＤＶＤ・ビデオデッキなどの機材やＤＶＤ・ビ
デオ等の教材（著作権などの許諾済みの
もの）を貸し出している、市視聴覚教材セン
ターが併設されています。
地域の子ども会でのミニ映画会やＰＴＡの
勉強会などに、無料で機材・教材を貸し出
しています。（機材・教材の一覧は、市図書
館のホームページから見ることができま
す。）
貸出条件など、詳しくは市視聴覚教材セ
ンター ℡４４４－５２２２へ。

図書館ＨＰ
http://www.library.yachimata.chiba.jp/

ＧＯ！ＧＯ！！ひばり号！！
移動図書館乗務員日記

荒天時の運休について
「雨ニモ負ケズ、風ニモマケズ…」、ひばり号はみなさまのところへ本をお届けに
うかがいますが、昨年度は台風、砂嵐などの荒天により運休することがありました。
荒天などにより、やむをえず運休する場合には、図書館ホームページや、やちまた
メール配信サービスによりお知らせいたしますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願
いいたします。

児童コーナーにおいでよ
おはなし会ボランティア募集
市図書館では、おはなし会の素話の語りおよびおはなし会補助のボランティア活動が
できる方を募集します。
１．活動期間
２．場
所
３．活動内容
４．応募資格

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
市図書館
おはなし会の素話の語り、およびおはなし会の補助
１８歳以上の市内在住・在勤の方で、月１回の打合せおよびリハーサルに
参加出来る方
５．募集期間 随時
６．応募方法 市図書館カウンターにて申請書を記入して提出してください。

青春の玉手箱
～ティーンズコーナーより愛をこめて～

「岩波ジュニア新書」って？？
ティーンズコーナーの窓際にずらりと並んでいる「岩波ジュニア新書」シリーズを知っ
ていますか？このシリーズでは、青春の真直中にいるティーンズ世代がかかえているいろ
いろな“疑問”や“問題”“悩み”を、様々な角度からとりあげています。これからの
進路や将来を考えていくうえで役立つ１冊を見つけてみませんか？

月の裏側

～一般開架から覗く～

平成２４年度の蔵書点検の結果をお知らせします
２月に実施した特別整理期間の休館につきましては、皆さんに大変ご不便をおかけ
しました。
休館中に行った蔵書点検の結果をお知らせします。
貸出中を含む蔵書、３０２，１４４冊のうち
６５５冊が不明本となってしまいました。
不明本とは利用可能であるのに棚に見あた
らず貸出先が分からなくなってしまった本の
事です。
この不明本の中には図書館による貸出ミス
もありますが、一部は心無い利用者による持
ち出しによるものです。
図書館の本は自分たちの子どもや孫が使う
かもしれない大切な財産です。
ルールを守ってご利用をお願いします。

インフォメーション
4月

シアターアップデート

1 月 休館日
2 火 パラダイスシアター

雑誌リサイクル
（4/2～5/26）

４／ ２（火）

6 土 おはなし会

４／ ９（火）

8 月 休館日
9 火 パラダイスシアター（児童向け）

４／２１（日）

26 金 休館日
27 土 子ども読書の日・こどもの読書週間
おはなし会スペシャル
29 月 休館日
30 火 休館日

5月

１３９分

５／１９（日）

土 おはなし会
日 パラダイスシアター（児童向け）
月 休館日
火 はいはいよちよちおはなし会
おひざでだっこのおはなし会

金 休館日
土 休館日
日 こどもの日映画会
月 臨時開館
火 休館日

１７２分

５／１４（火）

15 月 休館日
16 火 パラダイスシアター（時代劇）

3
4
5
6
7

５３分

４／１６（火）

13 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい

20
21
22
23

５０分

５／２１（火）

１７２分

６／ ４（火）

５０分

６／１１（火）

３０分

６／１６（日）
６／１８（火）

１２９分

～オリエント急行の旅 他～
チップとデール 【児童向け】
鞍馬天狗 １ 【時代劇】
（主演：野村萬斎）
李香蘭 【ミュージカル】
（劇団四季）
鞍馬天狗 ２ 【時代劇】
（主演：野村萬斎）
世界大紀行 第１９巻
～ドイツ ロマンティック街道の旅 他～
星の王子さま 【児童向け】
華岡青洲の妻 前編 【時代劇】
（主演：和久井映見 他）

上映時間
火曜日：午前１０時３０分～、午後２時～

日曜日：午後２時～

えほんがうごくえいがかい
毎月第２土曜日 午前１０：３０～、午後２：００～

巡回おはなし会
（5/10～5/30）

11 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい

4/13

（土）

13 月 休館日
14 火 パラダイスシアター（ミュージカル）
絵本の読み聞かせ講座受付開始

5/11

（土）

6/ 8

（土）

18
19
20
21

世界大紀行 第１８巻

土 おはなし会
日 パラダイスシアター（ミュージカル）
月 休館日
火 パラダイスシアター（時代劇）

○あーんあん
○ふうせんねこ
○うさぎのまじっく
○おおかみのでんわ
○たろうのおでかけ
○たろうのばけつ
○ねずみのなるき
○すいかのたね
○おつかい

対象の目安
３才～
対象の目安
３才～
対象の目安
３才～

絵本の読み聞かせ講座

25 土 おはなし会
27 月 休館日
28 火 はいはいよちよちおはなし会
おひざでだっこのおはなし会
31 金 休館日

6月
1 土 おはなし会
3 月 休館日
4 火 パラダイスシアター
8 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい
10 月 休館日
11 火 パラダイスシアター（児童向け）
12 水 絵本の読み聞かせ講座（第１回）
15 土 県民の日映画会
おはなし会
16 日 パラダイスシアター（児童向け）
17 月 休館日
18 火 パラダイスシアター（時代劇）
19 水 絵本の読み聞かせ講座（第２回）
22 土 おはなし会
24 月 休館日
25 火 はいはいよちよちおはなし会
おひざでだっこのおはなし会
28 金 休館日
29 土 おはなし会

※保育サービスあります。
（先着５人、６／４（火）までの受付です。どうぞご利用ください。

こどもの日映画会のおしらせ
と

き：５／５（日） 午後２時～

と こ ろ：市図書館 ２階 視聴覚ホール
内

容：「あらいぐまラスカル」（９０分）

参加費：無料

『春の図書館だより』
発行：平成２５年４月１日

八街市立図書館

TEL：043-444-4946
ｈｔｔｐ://www.library.yachimata.chiba.jp
MAIL:ypl-jim@library.yachimata.chiba.jp

