
2017読書週間　標語

「本に恋する季節です」

時　間　午後1時30分～3時15分

対　象　一般（市内在住・在勤の方優先）

定　員　30名（申し込み順）
語り手　ボランティア・職員
　　　　　※申し込みは10/15から

11/10
（金）

■大人のためのおはなし会
　年に1度の大人の方を対象としたおはなし会
です。日本と外国の昔話などを、ぜひご堪能く
ださい。

時　間　午前10時～11時
場　所　視聴覚ホール
申　込　不要
　　　　　※途中入場は出来ません。

時　間　午前10時～午後4時
場　所　1階書庫
　　　　　（主に日本文学を所蔵）
　　　　　※当日、図書館カウンターにて受付

■書庫開放事業
　普段は入れない書庫で、新たなる出会いと
発見を求めてみませんか？

時　間　午後2時～午後2時45分
場　所　視聴覚ホール
申　込　不要

■文化の日特別映画会
　「イルカと少年」　（16ミリ映画）

11/3
（祝）

期　間  12月1日(金)～12月14日(木)

　　　　　※休館日を除く
場　所　1階通路
　※用意した図書が無くなり次第終了

■図書リサイクル
　図書館で役目を終えた本を、皆さまに差し上
げます。年に1度のこの機会を、ぜひご活用く
ださい。

12/1
（金）～

11/25
（土）

■やちまた教育の日月間
　　　おはなし会スペシャル
　どなたでも参加できます。ジュニア司書によ
る読み聞かせもあります。

■ジュニア司書認定式
　夏休み期間中、11名の中学生がジュニア司

書を目指して頑張りました。第7期ジュニア司
書誕生の瞬間に立ち会ってみませんか？当
日は、それぞれがオススメする1冊を紹介しま
す。

11/12
（日）

12/16
（土）

■冬のおはなし会スペシャル
　おはなし・ブラックパネルシアター・大型絵本
などを行います。年齢制限なしで、どなたでも
参加いただけます。

時　間　午後3時～3時40分
対　象　こども～大人まで
　　　　　（市内在住・在学の方優先）
　　　　　※4歳未満のお子さんは、保護者

　　　　　　同伴でご参加ください。

定　員　60名（申込順）
　　　　　※申し込みは12/1から

時　間  午後3時～3時30分
対　象　こども～大人まで
申　込　不要
　　　　　※4歳未満のお子さんは、保護者
　　　　　　同伴でご参加ください。

１０/２７ 文字・活字文化の日

石井桃子 生誕110年を記念して、特別展示を行います。

11/24
（金）

スペシャルイベント開催！

詳しくは中面をご覧ください。



　

◆図書館では、平成29年11月から下記のとおり祝日開館を開始します。

11月以降の開館予定日

文化の日 ※1月1日はお休みします。

勤労感謝の日 ※月曜祝日は休館します。

天皇誕生日 ※開館時間は午前9時～午後5時です。

建国記念日 　（水・金が祝日の場合は、午後5時までの開館となります。）

春分の日

◆夜間開館業務の変更について

毎週水・金曜日に行っている夜間開館の業務をシルバー人材センターに委託します。

平成29年11月以降は、貸出・返却業務のみとさせていただきます。

※利用登録、複写、所蔵調査、書庫出納などは午後5時までにお済ませください。

※また、電話での延期、所蔵調査等のお問い合わせも午後5時までにお願いいたします。

ジュニア司書受講生・ジュニア司書マイスター活動報告

祝日開館及び夜間開館における業務内容の変更について

　7年目に突入したジュニア司書養成講座。受講生である中学生11人は、レファレンス等の研修の他に、配架作業
や、フィルムコート掛け、予約処理などを体験し、司書としてのノウハウを学びました。カウンター業務では、返却や
貸出業務を経験。「緊張して、何を言えば良かったか忘れてしまった…」などの声もありましたが、徐々に緊張もほ
ぐれ、利用者の方とコミュニケーションが取れるようになった生徒もちらほら。
　11月12日（日）はいよいよジュニア司書認定式が行われます。認定されたジュニア司書は、11月25日（土）におは
なし会をする予定です。一皮むけたジュニア司書たちのおはなし会を、ぜひお楽しみください。

3月21日

2月11日

12月23日

11月23日

11月3日

↑製本した読書手帳を高橋館長から手渡され、ニッコリ笑顔の茜音さん。

三須茜音さん（実住小5年）が読書手帳6冊目を突破！

図書館で製本体験をしました！

本を読むのが大好きな茜音さんは、学校の図書館や八街市立図書館はもと

より、近隣の図書館へも足を運ぶのだそうです。その結果、読書手帳に記され

た読了本はなんと144冊！

ご両親も読書が趣味で、読書一家に育った茜音さん。8月24日に来館され、

お母さまと一緒に6冊あった読書手帳を1冊に製本しました。

目打ちで穴をあけ、針で縫い合わせ、表紙を作ったりと、慣れない作業が多く、

ちょっと苦戦した場面も。「ちょっと大変だったけど、いい経験が出来ました」と

茜音さん。たくさんの本を楽しんでいただけるよう、図書館も頑張ります。

↑読み聞かせのための絵本を吟味。声の出し方や絵の見せ方を練習して、無事に読み聞かせは成功しました！

講座の様子が、

9/2付けの読売

新聞に掲載され

ました！



青春の玉手箱
～ティーンズコーナーより愛をこめて～

夏休みも終わり、今年もいよいよ後半戦に突入しました。

学生のみなさんは、長期休業中も部活や勉強で、多忙な日々を過ごさ

れたことと思います。秋も体育祭や文化祭などの恒例行事があり、いろ

んなことにトライするには最適な季節。

そこで図書館では、秋を満喫できるすばらしい本の数々をご用意いた

しました。芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・など。

あなたの秋はどんな秋？どうぞ素敵な秋をあなた色に染めてください。

※展示本は玄関正面入り口通路に展示してあります。

よそおいを新たに、秋の展示企画はじめました！

8月4日（金）、3年生から6年生の小学生が保護者の方と

集まりました。今年の講座は、千葉科学大学の塚本浩司先

生を講師にお招きし、体験型科学入門講座「大道仮説実験

＜モクモク＞」と題し、ドライアイスを使った様々な実験を、

親子で結果を予想しながら体験していきました。

参加者からは、「大人も子どもも楽しめる内容で良かった」

「みんなで雲を作って楽しかった！」「ドライアイスの煙の正

体に驚いた」などの感想をいただきました。

夏休み子ども科学講座を開催しました！

ひばり号の使命
今年、移動図書館車ひばり号は巡回開始35周年を迎えました。

八街市には図書館が1館しかないので、図書館から遠方に住まわ

れている方に大変ご好評をいただいております。

現在のひばり号は3代目になり、平成7年4月より運行を開始し、今

年で23年目になります。

時々、トラブルに見舞われることも多くなりましたが、なかなか図書

館まで来館することができない方と、本との出会いを結ぶため、今日

もひばり号は走り続けます。

ＧＯ！ＧＯ！！ひばり号！！
移動図書館乗務員日記

↑ 『ゆかたで読書会』開催記念で配布され

た特製しおりです。

この日は、普段の図書館とは違う、特別な空間を提供します。

ポスターやチラシに先駆け、図書館だよりでその内容をご紹介すると‥‥

①高さ約3メートルのクリスマスツリーが登場！ 点灯式を行います！

②館内がコーヒーの香りに包まれる！ ライブラリーカフェを開設！

③童心に帰ってクリスマス！ ジュニア司書によるおはなし会を開催！

もしかしたら、他にもスペシャルなことがあるかも!?

詳細は決まり次第、ポスター・チラシ・ホームページなどでお知らせします

ので、どうぞお楽しみに♪

月の裏側 ～一般開架から覗く～



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 振替休館日

おはなし会
えほんがうごくえいがかい

15 日 パラダイスシアター
16 月 休館日
17 火 パラダイスシアター
21 土 おはなし会
23 月 休館日
24 火 おひざでだっこのおはなし会
28 土 おはなし会
30 月 休館日
31 火 月末休館日

書庫開放
≪文化の日　特別映画会≫

4 土 おはなし会
6 月 休館日
7 火 パラダイスシアター
10 金 大人のためのおはなし会

おはなし会
えほんがうごくえいがかい

12 日 ジュニア司書認定式
13 月 休館日
14 火 パラダイスシアター
18 土 おはなし会
19 日 パラダイスシアター
20 月 休館日
21 火 パラダイスシアター

ライブラリー・カフェ
クリスマスツリー点灯式
やちまた教育の日月間
　おはなし会スペシャル

27 月 休館日
28 火 おひざでだっこのおはなし会
30 木 月末休館日

1 金 図書リサイクル　（なくなり次第終了）
2 土 おはなし会
4 月 休館日
5 火 パラダイスシアター

おはなし会 日時 毎月第4火曜日 日時 10月13日　（金）
えほんがうごくえいがかい 午前10時30分 11月10日　（金）

11 月 休館日 午～10時50分 12月　1日　（金）
12 火 パラダイスシアター 場所 おはなしコーナー 午前11時30分～12時
16 土 冬のおはなし会スペシャル 場所 中央公民館　視聴覚室
17 日 パラダイスシアター
18 月 休館日
19 火 パラダイスシアター
23 土 おはなし会
25 月 休館日
26 火 おひざでだっこのおはなし会

図書館の行事予定　（10月～12月）

10月の予定 　　　　パラダイスシアター　<入場無料>
火曜日：午前10時30分･午後2時～　日曜日, 11/3（文化の日）：午後2時～

10/3（火） 172分 蝉しぐれ　1　<第1回～第4回>

10/15（日） 97分 大決戦!超ウルトラ8兄弟　劇場公開作品

14 土 10/17（火） 129分 蝉しぐれ　2　<第5回～最終回>

11/3（金） 45分 イルカと少年　[16ミリ映画]

11/7（火） 90分 胡桃の部屋　上巻　<第1回・第2回>

95分 もういちど

11/19（日） 95分 もういちど

11/14（火）

11月の予定
12/5（火） 85分 神谷玄次郎捕物控　1　<第1回・第2回>

3 金

12/17（日） 90分 世界名作劇場　フランダースの犬　<完結版>

12/19（火）

11/21（火） 90分 胡桃の部屋　下巻　<第3回・最終回>

12/12（火） 90分 世界名作劇場　フランダースの犬　<完結版>

128分 神谷玄次郎捕物控　2　<第3回～最終回>
11 土

えほんがうごくえいがかい　<入場無料>
毎月 第2土曜日　午前10時30分～　午後2時～

イベント案内 図書館では、乳幼児向けのおはなし会
も開催しています。ぜひご参加ください。

12月の予定

10/14（土） ・こねこのぴっち 5歳～（※）

(

※

)

年
齢
は

目
安
で
す

。

11/11（土）
・クリーナおばさんとカミナリおばさん
・ぐるんぱのようちえん

3歳～（※）

12/9（土）
24 金 ・てんしさまがおりてくる

・まどから★おくりもの
・もみのき　そのみをかざりなさい

25

28（木）～1/4（木）　休館日

◆0歳～3歳のお子さんと、わらべうた
や手遊び、絵本を楽しむ会です。

◆中央公民館でおはなし会（絵本の読み
聞かせや手遊びなど）をしています。

9 土

土

秋の読書週間

10/27～11/9

『中央公民館で遊ぼう』

でのおはなし会
おひざでだっこの

おはなし会

『秋の図書館だより』 八街市立図書館
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