千葉市図書館情報ネットワーク協議会

Network 通信
Ｎｏ．２３
平成１８年度総会及び第１回研修会の報告
平成１８年５月１９日、
（財）海外職業訓練協会の研修室を会場として、平成１８年度の総会お
よび第１回研修会を開催しました。
ネットワーク協議会加盟館２６館中、２１館（委任状５館）３０名の参加を得て、総会におけ
る議事はすべて承認されました。
研修会では、まず千葉市中央図書館から事例報告発表があり、次に海外職業訓練協会の施設等
の概要について説明を受けました。その後、ＯＶＴＡ図書館に移動し館内の見学を実施しました。

日

時

平成１８年５月１９日（金曜日）
午後２時００分〜２時４５分
午後３時００分〜４時３０分

総会
第１回研修会

総会の報告
１．開会行事
（１）会長挨拶
（２）定足数確認
２．議事
（１）平成１８年度役員について
任期満了に伴う役員改選。事務局案が
承認された。
その後、理事の互選により会長と副会
長を選出し全体に報告された。
新役員は次のとおり。

《財団法人海外職業訓練協会の外観》

【理事】
会 長 重城 忠純 氏（日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館）
副会長 上原 正隆 氏（千葉大学附属図書館）
・藤井 武彦 氏（敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター）
・古賀 実生 氏（千葉経済大学総合図書館）
・田中 成直 氏（放送大学附属図書館）
・河野 明美 氏（千葉県立中央図書館）
・勝股 正一 氏（淑徳大学附属図書館）
・丹羽 重之 氏（神田外語大学附属図書館）
・加藤日出男 氏（千葉市みやこ図書館）
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【監査】・田丸
洋 氏
（千葉市生涯学習センター）
・若宮 広和 氏
（メディア教育開発センター）
その後、理事の互選により、会長に重城忠純氏、
副会長に上原正隆氏を選出したことが報告された。
また、下記の事務局（千葉市中央図書館）メン
バーが紹介された。
事務局長；田口幸男、事務局長補佐；江澤直美、
事務局員；石井眞澄、白壁由紀子、篠山紀子
《会長 重城忠純氏》
なお、協議会機関紙は、千葉大学附属図書館と
千葉市中央図書館が担当。
（２）平成１７年度事業報告
昨年度に実施した研修会等の事業報告が承認され
た。
（３）平成１７年度会計決算報告・監査報告について
事務局からの会計報告後、監査の新井勉氏（東京
歯科大学図書館）から会計監査結果が報告され承認
された。
（４）平成１８年度事業計画案について
研修のテーマは、引き続き「図書館サービスの改
善と評価」とすることで承認された。
《総会会場の様子》
（５）平成１８年度会計予算案について
事務局案が承認された。
３．その他(連絡等)
下記項目について連絡された。
・加盟館調査について
・平成１８年度会費の納入について
・研修会等について
・機関紙（『Network 通信』）の原稿依頼について

☆千葉市図書館情報ネットワーク協議会加盟館一覧（平成１８年度；２６館）
(財)海外職業訓練協会ＯＶＴＡ図書館

放射線医学総合研究所図書室

神田外語大学附属図書館

敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター

淑徳大学附属図書館千葉図書館

千葉経済大学総合図書館

千葉県立中央図書館

千葉市議会図書室

千葉市教育センター図書資料室

千葉市美術館美術図書室

千葉市中央図書館

千葉市みやこ図書館

千葉市花見川図書館

千葉市稲毛図書館

千葉市若葉図書館

千葉市緑図書館

千葉市美浜図書館

千葉大学附属図書館

千葉明徳短期大学図書館

東京歯科大学図書館

東京情報大学情報サービスセンター図書情報部

メディア教育開発センター情報資料室

放送大学附属図書館

日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館

植草学園短期大学図書館

千葉市生涯学習センター調査・資料室
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研修会報告
○ 事例報告
千葉市子ども読書活動推進事業―中央図書館の事例
千葉市中央図書館

川崎 玲子 氏

千葉市が策定した「千葉市子ども読書
活動推進計画」では、家庭・学校・地域
が連携し、子どもたちが読書に親しみ、
知る喜びを感じることができるよう、多
様な事業を打ち立てました。ここでは現
在図書館で行っている事業の一部をご紹
介します。
１．子どもが読書に親しむ機会の提供と
充実
○ 定例おはなし会
毎週行う年齢別（３歳児〜小学
生）のおはなし会です。
《千葉市中央図書館 川崎氏》
その他親子おはなし会・外国語
おはなし会・わらべうたと絵本の
会（１歳児・２歳児）などがあり、
絵本の読み聞かせや素話（語りを楽しむお話）を行います。
２．子どもの読書環境の整備・充実
○ 読み聞かせ講座
読み聞かせの初心者を対象に基本的な講座を実施します｡
○ 地域おはなしボランティア養成講座
図書館が依頼されたおはなし会等の協力者を育成します。
○ 図書館職員研修
読み聞かせ・素話・書評の書き方等の研修を行い、業務に活かしています。
３．子どもの読書活動に関する理解と関心の普及
○ 子ども図書館たんけん隊
小学校３〜６年生を対象に、普段は見ることの
ない図書館の内部を探検して知識を深めます。

《子ども図書館たんけん隊の様子》

４．推進体制の整備
○ 団体貸出し
学校や地域文庫・読書会などに資料を、
500冊まで１年間貸出しする制度です。
また、関係機関や地域団体と連携し、
情報交換や人材の交流を進めます｡

メディアが発達し、人と会話をしなくても必要な情報を入手できる世の中になって来ました。し
かし、子どもが人間らしく成長するためには、大人が子どもに愛情を持って言葉かけをし、ふれあ
うことが不可欠だと思います。そこで図書館職員は資質の向上に努め、１人でも多くの子どもが本
好きになってくれるよう、今後も他機関と連携して読書活動を推進してまいります。
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○ 施設の概要説明及び見学
ＯＶＴＡ国際情報センター(図書館)を見学して
事 務 局
総会・研修会のためＯＶＴＡを訪問したのは、
小雨模様の５月１９日。千葉幕張新都心の文教
地区に位置し、東関東自動車道を背に、東京湾
に向かって地上８７ｍの白い印象の建物が建っ
ている。新しい土地も４０年を経過して緑が美
しい。
ＯＶＴＡ（財団法人 海外職業訓練協会）は、
国際化に対応した人材育成など海外職業訓練に
ついて、企業への支援活動を行うことを目的に、
昭和５７年（１９８２）
、労働大臣の許可を受け
て設立された。
ＯＶＴＡの設立目的達成のため、
「国際化人材
《ＯＶＴＡ図書館見学中①》
の育成」「相談と問題解決への支援」「外国人の
受入研修」等７事業を展開している。そのひと
つ「人づくり情報の提供」として、ＯＶＴＡ図書館が運営されている。
施設見学に移り、図書館まで行路約５００m。ＯＶＴＡの施設を案内していただいた。宿泊できる
総合研修施設として、大小５８の研修室、３８９の宿泊室を擁している。研修室では、｢(晴れてい
れば、)夕焼けの富士が美しい。」という声が見学者の中から聞こえた。
本館から別館へ移動して、緩やかな階段を上ったところに、広さ７１４㎡の国際情報センター（図
書館）がある。入り口を入ると雑誌架（労働、国際関係を主体に１００タイトル）
、奥にゆったりと
したリスニングコーナー（有線放送４００チャンネル視聴可能）
、手前左壁側にカウンター、カウン
ターと正面の左よりに書架、ほかに６人がけの閲覧席が３台、検索コーナー（蔵書検索ならびにイ
ンターネット閲覧ができる）やオーディオ・ビデオコーナーなどが気持ちよく配置されている。
専門図書館として能力開発と職業訓練の本を中心に収集して１９８４年に開館した。和書・洋書・
視聴覚資料を含めて５万件、和書７、洋書３の割合で区別なく配架している。資料収集や配架のし
かたにＯＶＴＡならではの工夫がなされている。他の図書館にはない資料もあり、語学関係や海外
に興味のある方には宝の山ではないだろうか。
研修生と職員向けの図書館として開設されたが、
１９９７年から一般の方への貸出しを開始した。
現在の利用者は、ほぼ半々で年間の貸出し 6,000
冊ほどで、1 日２０〜３０人の利用がある。１人
１０冊２週間、ＣＤ・カセットは貸出し可。ビデ
オは館内での視聴である。ちなみにＤＶＤの「プ
ロジェクトＸ」は全巻所蔵しているそうだ。
東南アジア、中国を中心に技術や語学、就業の
ための適応の研修などが実施されているが、研修
のスケジュールが圧縮され、図書館利用の時間が
少なくなる傾向があるそうだ。
《ＯＶＴＡ図書館見学中②》
図書館やゆったりとしたラウンジ、談話室、ラ
ンドリーなど、研修生の居心地の良さに配慮した施設である。
興味のある方は、年３〜４回の施設見学会に参加してみるのもよい。１コース２時間程度だが、
試食や無料の宿泊も可能とのこと。
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各 館 の 行 事 予 定（2006年７月〜2007年３月末）
月

日

主 催 館

行 事 名

概

要

６月下旬〜 千葉市中央図 地域おはなしボランティ 読み聞かせの実習（地域おはなし
７月中旬
書館
ア養成講座(中級)
ボランティア養成講座（初級）修
了者対象；30人程度)
７月１日
東京情報大学 東京情報大学前期公開講 メインテーマ「現代社会と情報」
座
第３回｢高度情報化社会の光と影｣
(東京大学名誉教授:高木経典)
７月15日
花見川図書館 夏のこども映画会
映画を通して本に親しむきっかけ
を作る(幼児〜)
７月15日
稲毛図書館
名探偵になれるかな
小学生に本にちなんだクイズを出
題し､館内資料の使い方を楽しみ
ながら覚える
７月18日
メディア教育 LMS 入門セミナー
LMS の基本運用や SCORM アセッサ
開発センター (第１回)
の概要･必要性
７月19日
メディア教育 インストラクショナルデ ID プロセスによる具体的な e ラー
７月20日
開発センター ザ イ ン ワ ー ク シ ョ ッ プ ニングコンテンツ開発企画書を作
（第１回）
成

場所・時間等
おはなしのへや

東京情報大学４号館メディ
アホール14:00〜16:00
多目的室(午前･午後)
10:00〜11:00

メディア教育開発センター
制作棟ホール13:00〜17:00
メディア教育開発センター
研究棟ラウンジ
(１日目)10:00〜17:00
(２日目) 9:30〜17:00
７月19日
みやこ図書館 こども一日図書館員
図書館の仕事を体験してもらう 一日２回
７月21日
(小学３年生対象)
７月21日
メディア教育 学習者支援セミナー
e ラーニングコンテンツの効果的 メディア教育開発センター
開発センター （第１回）
な活用方法(メンタ・チュータ)
制作棟ホール13:00〜17:30
７月22日
千葉市中央図 夏の親子おはなし会
読み聞かせやおはなし、パネルシ おはなしのへや
書館
アターなどを親子で楽しむ（３歳 3,4歳と保護者 (11:00〜)
以上の幼児・児童とその保護者が 5,6歳と保護者 (14:30〜)
小学生と保護者(15:00〜)
対象;各20組）
７月22日〜 千葉市美術館 イギリスの美しい本
ウィリアム･モリスらによるプラ 市 美 術 館 開 館 :10:00 〜
８月27日
イベート･プレス運動を中心に､イ 18:00(金･土20:00まで)
ギリスで愛されてきた美しい本の 休館：第１月曜日､展示替期
歴史をたどる展覧会
間、年末年始（12月29日〜
１月３日)
観覧料:展覧会毎に定める
７月22日〜 千葉市美術館 スターよ永遠に 追善浮 江戸時代後期から明治にかけて制 ７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
８月27日
世絵展
作された、歌舞伎役者の死を悼む 「イギリスの美しい本」の
浮世絵版画｢死絵｣を展観
記述に同じ
７月25日
千葉市若葉図 夏のおはなし会
絵本の読み聞かせ会（各部30人） 3,4歳 15:00〜
書館
5歳以上15:45〜
７月26日
花見川図書館 夏休みお楽しみ会
図書館の本を使って､工作遊び､パ 多目的室
ネルシアターなどを楽しむ（小学 14:00〜
生。幼児は保護者同伴）
７月26日
若葉図書館西 夏のおはなし会
絵本の読み聞かせ会
3,4歳 15:00〜
都賀分館
5歳以上15:45〜
７月26日
美浜図書館
小学生のための夏休みお 小学生を対象に、絵本の読み聞か
はなし会
せ等を楽しむ。あわせて工作遊び
をする。(定員30名）
７月26日
緑図書館
こども一日図書館員
貸出･返却･装備の実体験を通し図 午前･午後各10名
７月27日
書館の概要を知る
合計40名
７月25日
千葉市中央図 子ども図書館たんけん隊 自動出納書庫やホストコンピュー 10:00〜12:00
７月26日
書館
タ､移動図書館車等､普段見ること 14:30〜16:30
７月28日
のできない施設の見学やクイズで
図書館を知る（市内在住の３年生
以上の小学生が対象 各回20人）
７月27日
美浜図書館打 夏のおはなし会
親子を対象に、絵本の読み聞かせ
瀬分館
やパネルシアター等を楽しむ
７月28日
花見川図書館 夏休みお楽しみ会
図書館の本を使って、工作遊びや 多目的室
花見川団地分
パネルシアターなどを楽しむ。
（小 10:00〜
館
学生。幼児は保護者同伴）
７月29日
若葉図書館泉 夏のおはなし会
絵本の読み聞かせ会（30人）
3歳以上11:00〜11:30
分館
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月

日

８月２日

主 催 館

行 事 名

概

要

場所・時間等

花見川図書館 一日図書館員

図書の貸出･返却・装備などを実際
に行い、図書館の仕事への理解を
深める。(小学３年生対象)
８月２日〜 メディア教育 コンテンツ制作ワークシ オフィス系プログラムを活用した メディア教育開発センター
８月４日
開発センター ョップ
e ラーニングコンテンツ制作
研究棟ラウンジ
(１日目)10:30〜17:00
(２日目) 9:00〜17:00
(３日目) 9:00〜17:00
アジア経済研究所
８月３日
アジア経済研 途上国理解市民フォーラ チョコレートのもとのもと
C21会議室 14:00〜15:30
究所図書館
ム
〜ガーナのカカオ農民たち〜
（そこに生きる人々を語る〜アフ
リカの人々はいま;第１回）
講師：高根務(地域研究センター
アフリカ研究グループ)
８月４日

みやこ図書館 科学で遊ぼう(紙ヒコー 紙ヒコーキを作って飛ばしてみ
キ･作って飛ばそう)
る。関連する｢科学の本｣も紹介す
る(小学生対象)
８月５日
緑図書館
子ども映画会
映画上映を通して原作本を紹介。
マジックショーも実施
８月７日〜 メディア教育 素材制作ワークショップ アニメーション、ナレーション、
８月９日
開発センター
動画などを用いた素材制作

８月11日

８月12日

対象:中学生以下
募集:７月21日〜
メディア教育開発センター
研究棟ラウンジ
(１日目)10:30〜17:00
(２日目) 9:00〜17:00
(３日目) 9:00〜17:00
みやこ図書館 みやこ図書館周辺の遺跡 図書館周辺の遺跡の話を聞いた後 集会室 9:30〜12:30
のはなしと勾玉づくり教 勾玉を作る(小学4年生〜中学生)
室
埋蔵文化財調査センター共催
緑図書館

夏休みおはなし会

８月12日〜 淑徳大学附属
８月20日
図書館千葉図
書館
８月19日
緑図書館
科学の本で遊ぼう
９月２日〜 敬愛メディア 市民教養教室生涯学習講
９月９日
センター
座入門「情報と活用」
９月２〜３日
９月２日
９月２〜３日
９月３日
９月４日
９月５〜７日
９月５日
９月６日
９月６日
９月８〜９日
９月２日〜 千葉市美術館 江戸の医学書や健康浮世
10月29日
絵って､どんなもの？

９月５日〜 千葉市美術館 —東海道五十三次・木曽
10月９日
街道六十九次— 広重
二大街道浮世絵展
９月７日
アジア経済研 途上国理解市民フォーラ
究所図書館
ム

９月８日

集会室 10:00〜12:00

メディア教育 e ラーニングと個人情報
開発センター 保護

昔話の｢かたり｣を楽しむ

対象:小学生､募集:40名

図書館システム入替の為閉館

牛乳パックを使ったリサイクル工 対象:小学生
作
募集:20名
パソコンに触れ、親しみ、試みて、 敬愛大学
稲毛キャンパス
基本を習熟する
４時間
初めてのパソコン:35名
５時間
初めてのデジカメ:18名
６時間
Excel 入門:35名
５時間
デジカメ画像の利用:18名
３時間
Word 入門:35名
15時間
３日で学ぶ PC の基礎と活用:35名
５時間
インターネット入門:35名
５時間
データベース作成:35名
５時間
情報リテラシー入門:35名
６時間
数値で探る日本経済:35名
千葉大学図書館亥鼻分館の所蔵品 ７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
より､江戸時代の絵入り医学書や 「イギリスの美しい本」の
本草書､病気や健康にまつわる浮 記述に同じ
世絵を展示
歌川広重の代表作で､浮世絵街道 ７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
物の二大傑作といわれるシリーズ 「イギリスの美しい本」の
を一堂に会する展覧会
記述に同じ
ケニア〜スラムってどんなとこ アジア経済研究所
ろ？〜(そこに生きる人々を語る C21会議室 14:00〜15:30
〜アフリカの人々はいま；第２回)
講師:津田みわ(新領域研究センタ
ー国際関係･紛争研究グループ)
e ラーニング運用で必要となる個 メディア教育開発センター
人情報保護の基礎から留意点まで 制作棟ホール
13:00〜17:30
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月

日

主 催 館

行 事 名

９月29日
美浜図書館
１月26日
９月上旬〜 千葉市中央図
10月下旬
書館・生涯学
習センター

親子おはなし会

10月未定

講演会

概

要

場所・時間等

親子を対象に、絵本の読み聞かせ
やパネルシアター等を楽しむ
地域おはなしボランティ ボランティア活動に関する基礎的 生涯学習センター
ア養成講座
な知識･理解の習得(地域おはなし
(千葉市ボランティア基 ボランティア養成講座（中級）修
礎講座)
了者が対象；30人程度)
９月中旬
淑徳大学附属 千葉県大学図書館協議会 千葉県大学図書館加盟館会議
図書館千葉図
書館
10月５日
アジア経済研 途上国理解市民フォーラ ナイジェリア〜荒れる『若者』の アジア経済研究所
究所図書館
ム
正体〜(そこに生きる人々を語る C21会議室 14:00〜15:30
〜アフリカの人々はいま；第３回)
講師:望月克哉（新領域研究センタ
ー）
10月５日〜 県立中央図書 子どもの本の読み聞かせ 1.講演「絵本の読み聞かせ:選び方 山武市松尾図書館
10月６日
館
講座
と読み方の実践」(講師 藤井早 ５日 14:00〜16:00
苗氏)
６日 10:00〜12:00
2.参加者による実演と講師のアド
バイス
10月６日
メディア教育 インストラクショナルデ ID の目的やプロセス(ニーズ分析 メディア教育開発センター
開発センター ザイン入門セミナー
から評価まで)を実例から
制作棟ホール13:00〜17:30
（第２回）
10月11日
緑図書館
親子で楽しむ絵本講座
わらべうたや絵本を楽しみ、読み 対象：３歳児･保護者
10月18日
聞かせの効用､絵本の選び方、楽し 募集：各５組
10月25日
さを理解してもらう
10月13日
メディア教育 学習者支援セミナー
e ラーニングコンテンツの効果的 メディア教育開発センター
開発センター （第２回）
な活用方法(メンタ･チュータ)
制作棟ホール13:00〜17:30
10月13日
みやこ図書館 親子で楽しむ絵本講座
３歳児の親子を対象に、本の紹介 集会室
10月20日
（３回連続）
や読み聞かせ、わらべうたや手遊 10:00〜11:30
10月27日
びを行い、絵本の楽しさを知って
もらう
10月13日
花見川図書館 親子で楽しむわらべうた ３歳児の親子を対象に､わらべう 多目的室
10月20日
花見川団地分 と絵本講座
たと手遊び､絵本の読み聞かせ等 10:00〜
10月27日
館
（全３回）
を行う（10組）
10月14日
みやこ図書館 歴史講座｢頼朝と常胤｣
千葉開府880年にちなんで千葉市 集会室
郷土館職員による歴史講座
10:00〜12:00
10月17日
若葉図書館
親子おはなし会
読み聞かせやおはなしを親子で楽 3,4歳とその保護者
しむ
15:00〜15:20
5歳以上とその保護者
15:45〜16:15
10月17日〜 千葉市美術館 美術館ボランティアが選 千葉市美術館のボランティアの皆 ７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
12月３日
ぶ 千葉市美術館コレク さんがプランを立てて作品を選定 「イギリスの美しい本」の
ション
し、学芸員と協同で作り上げる展 記述に同じ
覧会
10月18日
美浜図書館
親子で楽しむわらべうた ２歳児の親子を対象に､わらべう
10月25日
と絵本の会
たと手遊び絵本の読み聞かせ等を
行う(定員各20組)
10月23日
メディア教育 LMS 入門セミナー
LMS の基本運用や SCORM アセッサ メディア教育開発センター
開発センター （第２回）
の概要・必要性
制作棟ホール13:00〜17:00
10月24日
メディア教育 教育著作権セミナーⅠ
教育におけるメディア活用と著作 メディア教育開発センター
10月25日
開発センター （第３回）
権
制作棟ホール
(１日目)13:00〜17:00
(２日目) 9:30〜16:00
10月28日
千葉市中央図 子ども読書まつり
①わらべうた（0〜1、2〜3、4〜6、 おはなしのへや
書館
小学生)
グループ研修室
②おはなし会(3歳〜小学生)
生涯学習センター
③外国語おはなし会(英語・中国 14:00〜16:00
語・ハングル)
④オリエンテーリング
⑤アトリウムガーデン紙芝居・大
型絵本
緑図書館

くらしと防災
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対象:一般30名

月

日

主 催 館

行 事 名

概

要

11月２日

アジア経済研 途上国理解市民フォーラ エイズとともに生きる社会〜ウガ
究所図書館
ム
ンダの女性と児童〜（そこに生き
る人々を語る〜アフリカの人々は
いま；第４回）講師:吉田栄一（地
域研究センターアフリカ研究グル
ープ）
11月２日
美浜図書館打 親子で楽しむ絵本の会
３歳児の親子を対象に、わらべう
11月９日
瀬分館
たと手遊び絵本の読み聞かせ等を
行う(定員各15組)
11月３日〜 千葉市美術館 浦上玉堂展
江戸時代､脱藩して各地を遍歴、詩
12月３日
書画琴に親しむ自娯自適な生活を
送った最も文人らしい文人､浦上
玉堂(1745〜1820)。代表的な書画
作品はもとより､彼が愛した七絃
琴など関連資料を含む約150点で
全貌を紹介
11月８日
メディア教育 インストラクショナルデ 実際の開発予定コンテンツを事例
11月９日
開発センター ザ イ ン ワ ー ク シ ョ ッ プ とした教育コンテンツ開発セミナ
（第２回）
ー
11月10日
11月17日
11月24日
11月22日
11月25日

11月未定

12月９日
12月９日

12月９日〜
12月10日
(予定)
12月11日〜
１月14日

12月13日
12月14日
12月15日
12月16日

12月16日

若葉図書館

親子で楽しむ絵本講座

場所・時間等
アジア経済研究所
C21会議室
14:00〜15:30

７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
「イギリスの美しい本」の
記述に同じ

メディア教育開発センター
研究棟ラウンジ
(１日目)10:00〜17:00
(２日目)９:30〜17:00
3歳児とその保護者を対象にわら 10:00〜11:00
べ歌や手遊びを行う(定員10組)

メディア教育 平成18年度国際シンポジ テーマ:高等教育におけるｅラー
開発センター ウム
ニングの質保証の展開
花見川図書館 郷土史講座
高校生以上を対象とする郷土千葉
市に関する講演会。資料展示も併
せて行い､郷土に対する知識を深
める。
花見川図書館 親子で楽しむわらべうた 3歳児の親子を対象に､わらべうた
と絵本講座（全３回）
と手遊び､絵本の読み聞かせ等を
行う。(10組)
県立中央図書 冬のおはなし会
絵本の読み聞かせ､素話､本の紹介
館
みやこ図書館 クリスマスおはなし会
読み聞かせやおはなし､パネルシ
アターなどを親子で楽しむ
生涯学習セン
ター調査・資
料室
千葉市美術館

( 仮 称 ) ま な び フ ェ ス タ 図書資料特別展示
2006（主催：生涯学習セ
ンター）
第１部：草間彌生とニュ 草間彌生を中心に､荒川修作や篠
原有司男等､1950年代末以降ＮＹ
ーヨークの日本人作家
で活躍したアーティストの作品を
展示
全国の若い芸術家たちが銀座の画
第２部：サトウ画廊
廊に集い､芸術や夢を語り合った
1955‑1981
日々を､当館に寄贈されたサトウ
〜若く､熱い日々〜
画廊のコレクションで再現
若葉図書館西 冬のおはなし会
絵本の読み聞かせ等
都賀分館
美浜図書館打 冬のおはなし会
親子を対象に､絵本の読み聞かせ
瀬分館
やパネルシアター等を楽しむ
美浜図書館
クリスマスおはなし会
親子を対象に､絵本の読み聞かせ
やパネルシアター等を楽しむ
千葉市中央図 冬の親子おはなし会
読み聞かせやおはなし､パネルシ
書館
アターなどを親子で楽しむ（３歳
以上の幼児･児童とその保護者が
対象；各20組）
花見川図書館 冬のこども映画会
映画を通して本に親しむきっかけ
をつくる。(幼児〜)
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日本科学未来館みらい CAN
ホール 10:00‑17:45
多目的室
14:00〜

多目的室
10:00〜
10:30〜11:00
13:30〜14:00
集会室
3〜6歳 10:00〜
小学生 11:00〜
生涯学習センター調査・資
料室 9:00〜17:00(予定)
７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
「イギリスの美しい本」の
記述に同じ

3,4歳
15:00〜
5歳以上 15:45〜

3,4歳と保護者 (11:00〜)
5,6歳と保護者 (14:30〜)
小学生と保護者(15:00〜)
多目的室
(午前･午後)

月

日

主 催 館

行 事 名

12月22日

花見川図書館 冬のお楽しみ会

12月26日

若葉図書館

12月27日

花見川図書館 冬のお楽しみ会
花見川団地分
館

冬のおはなし会

12月上旬〜 千葉市中央図 地域おはなしボランティ
１月下旬
書館
ア養成講座(上級)
12月未定
若葉図書館泉 冬のおはなし会
分館
１月11日〜 県立中央図書 子どもの本の読み聞かせ
１月12日
館
講座

1月20日〜
2月25日

千葉市美術館 竹久夢二展

概

要

場所・時間等

素話､パネルシアターなどを通し 多目的室
て、本との出会いを深める。
（幼児） 14:00〜
絵本の読み聞かせ等
3,4歳
15:00〜
5歳以上 15:45〜
素話やパネルシアター等を通し 多目的室
て､本との出会いを深める(幼児) 10:00〜
素話の実習(千葉市ボランティア おはなしのへや
基礎講座修了者対象;30人程度)
絵本の読み聞かせ等
1.講演｢絵本の読み聞かせ:選び方
と読み方の実践｣
(講師 藤井早苗氏)
2.参加者による実演と講師のアド
バイス
メランコリックな女性像や愛くる
しい童画､斬新なデザインなど､今
なお人気の高い竹久夢二。その代
表作約200点から、芸術の絶対的な
自由を体現した近代のマルチ・ア
ーティスト、夢二の全体像に迫る

袖ヶ浦市立図書館
11日14:00〜16:00
12日14:00〜16:00

７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
「イギリスの美しい本」の
記述に同じ

１月20日〜 千葉市美術館 鈴木鵞湖 幕末に活躍し 鈴木鵞湖(1816‑1870)は下総金堀 ７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
２月25日
た郷土の画家
村(現在の船橋市金堀町)に生ま 「イギリスの美しい本」の
れ､谷文晁の画系に連なる画人と 記述に同じ
して活躍。本展は石井柏亭･鶴三兄
弟の祖父にあたる鈴木鵞湖の画業
を本格的に紹介するはじめての試
み
１月未定
花見川図書館 かるたあそび
図書館にある絵本のかるたあそび 多目的室
を楽しむ(小学生)
10:00〜
１月未定
花見川図書館 かるたあそび
図書館にある絵本のかるたあそび 多目的室
花見川団地分
を楽しむ(小学生)
10:00〜
館
１月未定

緑図書館

かるた遊び

１月予定

千葉市中央図 児童文学講座
書館
２月中旬〜 淑徳大学附属 蔵書点検
２週間
図書館千葉図
書館
２月未定
緑図書館
子ども映画会

かるた・百人一首を楽しむ

対象:小学生

市民を対象とした､児童文学に関 生涯学習センターメディア
する講座；80人
エッグ
図書館閉館

映画上映を通し原作本の紹介

当日220名

３月３日〜 千葉市美術館 第38回千葉市民美術展覧 市民芸術祭の一環として、千葉市 ７ 月 22 日 〜 千 葉 市 美 術 館
３月23日
会
美術協会会員および公募入選作品 「イギリスの美しい本」の
約1000点を、７部門に分けて展示 記述に同じ
３月４日

（通
月

県立中央図書 アドベンチャー・ライブ 館内見学･本の探し方実習(小･中 小学生 10:00〜11:30
館
ラリー(図書館探検)
学生対象)
中学生 15:00〜16:30

年）
日

主 催 館

行 事 名

毎週火曜日 みやこ図書館 おはなし会
毎週火曜日 若葉図書館

おはなし会(職員)

毎週金曜日 花見川図書館 おはなし会

概

要

幼児･小学生を対象に本の読み聞
かせ･手遊び･素話などを行う
絵本の読み聞かせ(3歳〜小学校低
学年)
４歳児〜小学生。素話､絵本の読み
聞かせ。
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場所・時間等
おはなしのへや
15:30〜
多目的室
16:00〜

月

日

主 催 館

毎週金曜日 稲毛図書館
(祝日を除
く)
毎週金曜日 緑図書館

毎週土曜日

毎週土曜日

毎週土曜日
毎月第２水
曜日
毎月第２・
第４の水曜
日

行 事 名

要

場所・時間等

おはなし会

３〜６歳児、小学生を対象とした 稲毛図書館
絵本の読み聞かせなど
3〜6歳児15:00〜15:30
小学生16:00〜16:30
おはなし会
２・３歳児と保護者
11:00〜
４歳〜
15:30〜
小学生〜
16:00〜
県立中央図書 おはなし会
絵本の読み聞かせ、素話、本の紹 児童資料室
館
介
13:30〜14:00
(8月まで休止予定)
千葉市中央図 おはなし会
年齢別に読み聞かせを行う（３歳 おはなしのへや
書館
以上の幼児･児童が対象;各回30 3,4歳11:00〜
人)
5,6歳14:30〜
小学生15:00〜
若葉図書館
おはなし会(ボランティ 絵本の読み聞かせ（３歳〜小学校 14:00〜
ア)
低学年）
緑図書館あす おはなし会
３歳〜
15:45〜
みが丘分館
若葉図書館西 おはなし会
絵本の読み聞かせ（３歳〜小学校 15:30〜
都賀分館
低学年）

毎月第２・ 花見川図書館 おはなし会（まこと幼稚
第４木曜日
園来館）
毎月第２金 千葉市中央図 わらべうたと絵本の会
曜日
書館

毎月第２金
曜日、第３
又は第４日
曜日（月２
回)
毎月第３土
曜日
毎月第４水
曜日

概

まこと幼稚園年長２クラスが、８
月を除く、毎月１回、来館。
わらべうた､手遊び､顔遊び､絵本
の読み聞かせなどを親子で楽しむ
（１，２歳の幼児とその保護者；
各15組）

県立中央図書 書庫見学会
館

県立中央図書館書庫の見学

花見川図書館 小学生おはなし会

小学生以上。素話､絵本の読み聞か
せ。
３歳児〜小学生。素話､絵本の読み
聞かせ。

花見川図書館 おはなし会
花見川団地分
館

多目的室
10:30〜
生涯学習センタープレイル
ーム
1歳児とその保護者
10:00〜10:30
2歳児とその保護者
11:00〜11:30
9:30〜10:30
(8月まで休止予定)

多目的室
15:00〜
多目的室
15:30〜

※ お問い合わせは、各実施館へ。

◇千葉市図書館情報ネットワーク協議会ホームページ
http://www.ll.chiba‑u.ac.jp/ clinet/
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