市営住宅朝陽団地ステーションからのぞむ朝陽幼稚園の満開の桜
（移動図書館車 ひばり号より撮影）

移動図書館車 ひばり号の
ステーションが増えました！！
■４月より移動図書館車 ひばり号のステーションが増設され、より身近に図書
館をご利用いただけるようになりました。
また、ステーションの増設にともない、巡回曜日・時間、ステーションが下記のと
おり変更となりました。

毎月 第１・第３水曜日

毎月 第１・第３木曜日

交進小学校

13:00 ～ 13:20

二州小学校沖分校

10:10 ～ 10:30

（新設）富山区コミュニティセンター

13:40 ～ 14:00

八街市役所

12:40 ～ 13:00

榎戸第２児童公園（泉台）

14:10 ～ 14:30

文違コミュニティセンター

13:20 ～ 13:40

藤の台集会場

14:40 ～ 15:00

市営住宅朝陽団地

14:00 ～ 14:20

みどり台第１児童公園

15:20 ～ 15:40

朝陽小学校

14:40 ～ 15:00

毎月 第２・第４水曜日

毎月 第２・第４木曜日

二州小学校

13:10

～

13:30

市営住宅笹引団地

9:40

～

10:00

（新設）宮ノ原コミュニティセンター

13:40

～

14:00

笹引小学校

10:10

～

10:30

（新設）上砂やすらぎの家

14:10

～

14:30

川上小学校

13:10

～

13:30

吉倉ガーデンタウン

14:50

～

15:10

大谷流子どもの遊び場

13:50

～

14:10

希望が丘(コミュニティセンターわき) （曜日変更）

15:30

～

15:50

（新設）用草公民館

14:30

～

14:50

朝日区コミュニティセンター （曜日変更）

15:20

～

15:40

※［ＪＡ千葉みらい］は新設の宮ノ原コミュニティセンターと同地区内で交換したため廃止となりました。

４月２３日－５月１２日は「こどもの読書週間」
４月２３日は「子ども読書の日」
図書館では、こどもの読書週間にあわせて各種イベントを開催します。
４月２５日（土）には子ども読書の日・こどもの読書週間おはなし会スペシャルと題して、
メディアでも取り上げられたジュニア司書も参加するおはなし会が開催されます。
また、児童展示図書コーナーにおいては子どもと本を結びつける様々な知見を集め、展示も行って
います。
２０００年に政官民の協力で実施された「子ども読書年」。この流れを
受けて、２００１年１２月には「子どもの読書活動推進法」が公布・施行、
国と自治体には子どもの読書推進に関する施策の策定・実施の責務
を有することが明記されました。
その「子どもの読書活動推進法」により、４月２３日が「子ども読書
の日」と定められました。この日には文部科学省がフォーラムを開催
し、読書活動優秀実践の学校・図書館・団体を表彰しています。

ＧＯ！ＧＯ！！ひばり号！！
移動図書館乗務員日記

ひばり号 桜旅
春到来！桜の季節は市内の桜めぐりをしながらひ
ばり号は走ります。満開の桜を見ると、この桜の木
の元にステーションを作れたらいいのに…と、思う事
もあります。
場所によってはもう葉桜というところもあり、移りゆ
く季節を感じながらひばり号は市内を巡回していま
す。

二州小学校沖分校Ｓｔの桜

児童コーナーにおいでよ
「小学校新入学お祝い事業」に協力しています！
玄関を入った右手に、入学お祝いコーナーを設置しています。（４/２８まで）
子ども達に長く読み継がれ、文・絵など作品として評価の定まった、読み
聞かせから一人読みへの橋渡しになるような、本を中心に選りすぐりの１
２冊を展示しています。この中から、新１年生の各ご家庭で選ばれた１冊
が、八街市社会福祉協議会から、小学校新入学のお祝いとして、プレゼン
トされます。
このプレゼントは、赤い羽根共同募金の配分金で実施され、ボランティア
グループ「わらべ会」の多大なるご協力をいただいております。ご家庭での
読み聞かせをとおして、親子の絆を深める大切な１冊となるよう願ってい
ます。

青春の玉手箱
～ティーンズコーナーより愛をこめて～

もっと知りたい１４歳
玄関付近のブックトラックに、１４歳の世渡り術のシリーズなど、「１４
歳」をテーマにティーンズコーナーの本を展示しています。
ちょっと堅いテーマから、みなさんの日常の問題・悩みを解消してくれ
たり、ヒントがみつかる本や１４歳の主人公が奮闘する小説も一緒に展
示しています。
みなさんのご家族にもおすすめです。感想を語り合えたらいいですね。

月の裏側

～一般開架から覗く～

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３０８，０００冊のうち ２３５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所在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や孫が使うかもしれない財産です。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

4 土 おはなし会
6 月 休館日
7 火 パラダイスシアター 【一般向け】

４／１９（日）

９０分

赤毛のアン 【児童向け】
（アニメーション）

11 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい

４／２１（火）

13 月 休館日
14 火 パラダイスシアター 【児童向け】

５／５（火）

18
19
20
21

５／１２（火）
５／１７（日）

ふるさと再生 日本の昔ばなし 花さか爺さんほか
（アニメーション）
裸の大将放浪記
１２０分
（主演：芦屋 雁之助）

５／１９（火）

１１６分 徳川慶喜 総集編 後編 【時代劇】

６／２（火）

１３８分

土 おはなし会
日 パラダイスシアター 【児童向け】
月 休館日
雑誌リサイクル
火 パラダイスシアター 【時代劇】 （4/21～6/21）

25 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
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
29 水 休館日
30 木 休館日

5月

５月３日（日）・５日（火）は開館します

2 土 おはなし会
4 月 休館日
5 火 パラダイスシアター 【児童向け】
6 水 休館日
巡回おはなし会
（5/8～5/27）
おはなし会
9土
えほんがうごくえいがかい
11 月 休館日
12 火 パラダイスシアター 【一般向け】
５／１５ 絵本の読み聞かせ講座受付開始
16
17
18
19

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

23 土 おはなし会
25 月 休館日
26 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
29 金 休館日
30 土 おはなし会

6月
1 月 休館日
2 火 パラダイスシアター 【一般向け】
6 土 おはなし会
8 月 休館日
9 火 パラダイスシアター 【児童向け】
13 土 えほんがうごくえいがかい
おはなし会
15 月 休館日
16 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（第１回）
20 土 おはなし会
21 日 パラダイスシアター 【児童向け】
22 月 休館日
はいはいよちよちおはなし会
23 火 おひざでだっこのおはなし会
絵本の読み聞かせ講座（第２回）
27 土 おはなし会
29 月 休館日
30 火 休館日

６／９（火）
６／２１（日）
６／１６（火）

１１６分 徳川慶喜 総集編 前編 【時代劇】
６９分

蛇蠍のごとく 上巻
（主演：小林 桂樹）
ムーミン パペットアニメーション 友情の巻
１００分
（アニメーション）
ユタと不思議な仲間たち 【ミュージカル】
１２８分
（劇団四季）

■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

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～

５/９ （土）

６/１３ （土）

○たろうのおでかけ
○たろうのばけつ
○からすのパンやさん
○どろぼうがっこう

対象の目安
３才～
対象の目安
３才～

絵本の読み聞かせ講座
グループの子ども達への読み聞かせや、
絵本の選び方について学んでみませんか。
と き：６／１６（火）、２３（火） 全２回連続講座
午後１時３０分～１５時３０分
ところ：市図書館 ２階 集会室
対 象：成人（市内在住・在勤者優先）
参加費無料 定員１５人（定員になり次第締切）
５／１５（金）より図書館カウンターまたは電話で受付します。

〈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〉
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４歳未満のお子さんも、大人の方も
参加できます。
と き：４／２５（土） 午後３時～３時３０分
申し込み不要
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