
  
 
 
 
        

 
 
  

 

   
 
 
 

    
 

春の訪れとともに新しい命が芽吹く季節、本の世界では

こどもの読書週間が始まります。 
「こどもの読書週間」４／２３～５／１２は子どもたちにもっと本を！との願いから１９５９年

（昭和３４年）にはじまりました。 

今回は図書館における子どもと本を結びつける取り組み

の一部をご紹介します。 

４月２３日は「子ども読書の日」 

◎ブックスタート 

■はいはいよちよちおはなし会  

０～１歳児と保護者  毎月第４火曜日 午前１０時３０分～ 

■おひざでだっこのおはなし会  

２～３歳児と保護者  毎月第４火曜日 午前１０時～ 

■通常おはなし会  

４歳～小学生      毎週土曜日    午後３時～  

「家読（うちどく）」とは「家庭読書」

の略語で、「朝読」（朝の読書の略）

の家庭版として考えられたもので

す。 

図書館では、子どもといっしょに本

を読んで「家族の絆づくり」ができ

る本を展示、紹介しています。 

ブックスタートは、絵本を開く楽し

い体験といっしょにあたたかなメッ

セージを伝え、赤ちゃんの健やか

な成長を応援する活動です。ブッ

クスタートボランティアと共に健康

管理課の１０か月乳児相談時に

行っています。 

◎おはなし会 
おはなし会は子どもたちが本に親しむきっかけとなるよう

に各年齢にあわせて実施しています。 

◎うちどく ◎児童クラブ・学級文庫 

サービス 

※そのほかにも年齢制限の無い「おはなし会スペシャル」や新１年生のクラスに出向いて行う「巡回おはなし会」も実施しています。 

希望のあった児童クラブや小中学

校の読書環境整備のため、定期

的に資料を配本するサービスを

行っています。 

◎各種ブックリスト 
子どもに読み聞かせをするのに

望ましい本のリスト「ちゅうちゅう

つうしん」のほか、小学校の低中

高学年向けに「なつやすみによ

んでみよう」、中学生向けには

「春物語」「Ｓｕｍｍｅｒ Ｖａｃａｔｉｏ

ｎ」「冬物語」を発行し、本の紹介

を行っています。 



　
　
　

　

 
　 

　

　

県外からの本の取り寄せについて

蔵書点検の結果

■６月より県外の図書館から本を取り寄せる場合、送料を利用者の方に負担して

いただきます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

国立国会図書館が負担 

利用者の方に負担をお

願いします。 国立国会図書館 利用者 

県外図書館 

※県内図書館からの取り寄せについては従来どおり無料です。 

県外公共図書館： 

往復分の負担をお願いします。 

国立国会図書館： 

返送分の負担をお願いします。 

利用者の方に負担をお

願いします。 

利用者の方に負担をお

願いします。 利用者 

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、約３０３，０００冊のうち ２８１冊が不明

本となってしまいました。  

不明本とはコンピュータ上で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

のもあります。   

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。  



 

 

  

 
  

  

 

 

  

青春の玉手箱 
～ティーンズコーナーより愛をこめて～ 

                                    
 
 
 

   

     

月の裏側 ～一般開架から覗く～  

ＧＯ！ＧＯ！！ひばり号！！ 

移動図書館乗務員日記 

 新しい通路を設けました。 
         

     

 

 

 

  

 児童コーナーにおいでよ 

朝日区青年館ステーションがリニューアル！         

     

 

 

 

  

  

３月から、図書館ホームページに、こども

のコーナーができました！ 

 「おはなし会」や「えほんがうごくえいが

かい」など、イベントのお知らせや、それぞ

れの年齢に合ったおすすめ本の紹介も、

クリックすると、ご覧いただけます。 

 また、新しく入った児童書（過去４週間

分）が一覧で表示され、事前にパスワード

を登録している方は、そのまま予約もでき

ます。どうぞご利用ください。 

朝日区青年館の建て替えにともない休止していた朝日区へ

の巡回が４月から再開されました。 

新しい青年館の前で毎月第２・第４水曜日の午後３時１０分

～３時３０分までお待ちしています。 

蔵書点検期間中に館内の防災対策をみなおし、イン

ターネットブースの脇に新たな通路を設けました。 

これによりカウンター付近で火災等が起こった場合、

みなさんを速やかに避難誘導できるようになりました。 

インターネット端末が減り、利用が多い時には少々お

待ちいただく事になってしまいましたが、なにとぞご理

解ご協力をお願いします。 

 ４月は、「春物語」 市内の中学校の先生と図書館司書のお薦めする本。今回発行の「春物語１５」

には２月に実習をした図書館司書のたまごのお薦めの本も掲載しています。 

 ７月は、「Ｓｕｍｍｅｒ Ｖａｃａｔｉｏｎ」 市内の中学校の先生と図書館司書のお薦めする本（予定）。 

ティーンズでは特に中学生にお薦めする本のリストを学校の長期休みに合わせて年３回発行し、

その本を展示しています。 

市内中学校在学の全中学生に配布しています。 

ご覧になりたい方は、ティーンズ展示コーナーに置いてありますので、ご自由に

お持ちください。 

ご家族で同じ本を読んで感想を語りあうのも素敵ですね。 
 



7 月 休館日

おはなし会
えほんがうごくえいがかい

14 月 休館日
15 火 パラダイスシアター　【時代劇】

19 土 おはなし会
20 日 パラダイスシアター　【児童向け】
21 月 休館日

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

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

28 月 休館日
29 火 休館日
30 水 休館日

3 土 休館日

5 月 こどもの日映画会

6 火 休館日

おはなし会
えほんがうごくえいがかい

12 月 休館日
13 火 パラダイスシアター　【一般向け】

17 土 おはなし会
18 日 パラダイスシアター　【一般向け】
19 月 休館日
20 火 パラダイスシアター　【時代劇】

24 土 おはなし会

26 月 休館日
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

30 金 休館日
31 土 おはなし会

2 月 休館日
3 火 パラダイスシアター

7 土 おはなし会

9 月 休館日
10 火 パラダイスシアター　【児童向け】
12 木 絵本の読み聞かせ講座（第１回）

えほんがうごくえいがかい
おはなし会

15 日 パラダイスシアター　【児童向け】
16 月 休館日
17 火 パラダイスシアター　【時代劇】
19 木 絵本の読み聞かせ講座（第２回）

21 土 おはなし会

23 月 休館日
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

27 金 休館日
28 土 おはなし会
30 月 休館日

インフォメーション
4月

12 土

22 火

24 火

26 土

5月

10 土

27 火

6月

14 土

八 街 市 立 図 書 館
発行：平成２６年４月１８日 TEL：043-444-4946

ｈｔｔｐ://www.library.yachimata.chiba.jp

MAIL:ypl-jim@library.yachimata.chiba.jp

『春の図書館だより』

雑誌リサイクル 

（4/8～6/1） 

※保育サービスあります。 

（先着５人、６／４（水）までの受付です。どうぞご利用ください。 

巡回おはなし会 

（5/8～5/29） 

５／１５ 絵本の読み聞かせ講座受付開始 

■上映開始時刻 

火曜日：午前１０時３０分～、午後２時～  日曜日：午後２時～  入場無料 

５月５日（月）は開館します 

　　　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～

シアターアップデート

絵本の読み聞かせ講座　

こどもの日映画会のおしらせ　

○はらぺこあおむし

○だんまりこおろぎ
○パパ、お月さまとって！
○ごちゃまぜカメレオン
○うたがみえる、きこえるよ
○わたしのワンピース
○みずいろのながぐつ
○きんぎょのトトとそらのくも

5/10 （土）
対象の目安
３才～

対象の目安
３才～

6/14 （土）

と　　き：５／５（月）　午後２時～

と こ ろ：市図書館　２階　視聴覚ホール

内 　容：「ミッキーマウス　ミッキーの消防隊」（６２分）

参加費：無料

ミッキーマウス　ミッキーの消防隊　【児童向け】

　　５／１３（火） 星と嵐

　　５／１８（日） （主演：ガストン・レビュファ）

妻はくノ一　２　【時代劇】

（主演：市川　染五郎）

　　６／１０（火） トム・ソーヤーの冒険　【児童向け】

　　６／１５（日） 世界名作劇場　完結版

妻はくノ一　３　【時代劇】

（主演：市川　染五郎）

　　６／３（火）

　１２９分

　５０分

　６２分

　９０分

世界大紀行　第２９巻
　～イギリス紀行　ロンドンの交通　他～

　　５／２０（火）

　　６／１７（火） 　８６分

　　４／２０（日）

　９４分

　６０分 バッグス・バニー　【児童向け】

　　５／５（月）


