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平成２０年度総会及び第１回研修会の報告 
 

  平成２０年５月１６日、敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンターの研修室を会場として、平

成２０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２５館中、１８館

（委任状７館）２７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、千葉敬愛学園理事長近藤龍夫氏と千葉商科大学附属図書館図書課長宮澤尚子氏の講演、

次に敬愛大学メディアセンターからの事例報告、その後メディアセンターの施設、所蔵資料等につい

て説明を受けながら、館内の見学を実施しました。 

  日 時  平成２０年５月１６日（金曜日） 

                午後１時２０分～２時００分 総会 

                午後２時１０分～５時００分 第１回研修会 

          会 場  敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター 

 

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２０年度役員について 

任期満了に伴う役員の改選で事務局案が承認さ 

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。 

新役員はつぎのとおり。 《敬愛大学･千葉敬愛短期大学ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ》
【理事】 

   会  長 勝股 正一 氏（淑徳大学附属図書館千葉図書館） 

   副会長 福田 安志 氏（日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館） 

     ・相原 雪乃 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） 

     ・三浦 正克 氏（放送大学附属図書館） 

     ・田所 利光 氏（千葉県立中央図書館） 

     ・丹羽 重之 氏（神田外語大学附属図書館） 

・岩井 清一 氏（千葉市花見川図書館） 
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【監査】 

・田中 晋二郎 氏（千葉市生涯学習センター） 

 ・松井 真也 氏（放射線医学総合研究所図書室） 

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；土橋 渉 

事務局員；森島和光、古川和子、浜田尚之、酒寄喜一 

なお、協議会機関紙担当館は日本貿易振興機構アジア 

  経済研究所図書館と千葉市中央図書館が、協議会ホーム 

ページの管理館は千葉経済大学総合図書館が行う。 

（２）平成１９年度事業報告 
《 会 長 勝股 正一 氏 》     昨年度実施した研修会等の事業報告が承認された。 

（３）平成１９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、監査の田中晋二郎氏（千葉市生涯学習センター）から会計監査 

結果が報告され承認された。 

 （４）会則の一部改正について 

    協議会事業にホームページの運営を追加、また、機関紙担当館の定めが承認された。 

（５）平成２０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。 

（６）平成２０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した。 

・加盟館調査について   ・平成２０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 

    ・協議会ホームページの開設経緯及びその運営に関する規程の整備について 

 

☆千葉市図書館情報ネットワーク協議会加盟館一覧（平成２０年度） 

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 

○ 講演会報告             千葉市みやこ図書館   白壁 由紀子 

総会に引き続いて第１回研修会が行われ、まず講演会『映画「靖国」について』と題した千葉敬愛学

園理事長近藤龍夫氏の講演がありました。近藤氏は朝日新聞社北京支局長、朝日新聞社外報部長などを

歴任され、肌で中国の実情を体験された方です。 
ドキュメンタリー映画「靖国」は、『週刊新潮』が「反日映画『靖国』は日本の助成金７５０万円で

作られた」と報道したことにより国会議員が助成金支出を問題にしたことや、右翼が上映中止を求めて

騒いだため、新聞各紙で報じられて世間の注目を集めました。 
近藤氏は映画「靖国」を観て、「李監督は公平に映画を作ろうとしている。中国人的な見方というも

のが滲み出ているが、しかし、反日ではない。日中関係は、これまでしっくりいっていたとはいいがた

いが、５月の胡錦涛国家主席の訪日は最高首脳としては１０年振りであり、皇居での歓迎式典は国家元

首としては初めてである。日本人としてこの映画を見ることにより、周辺国との関係や、日中関係を考

えさせられた。」とのことでした。江沢民氏と胡錦涛氏の路線の違いにより、これからの日中関係が注

目されるところです。 

次に、「千葉商科大学付属図書館と市川市立図書館との提携業務の実際について」と題した千葉商科

大学付属図書館図書課長の宮澤尚子氏のお話がありました。 
前回の研修会の講演が市川市中央図書館職員による公共図書館側からの話だったので、前回参加でき

なかった私は、今回の大学側からみた相互協力の話を興味深く伺いました。 
平成９年４月に相互協力が開始されましたが、その時点では市川市図書館紹介状を持つ利用者が大学

付属図書館の資料を利用出来るだけでした。その後、平成１７年１０月の相互連携協定の改定により、

市立図書館の専用端末と専用返却ポストが大学に設置され、千葉商科大学（ＣＵＣ）を受取館に指定し

て予約することにより、市川市図書館利用券で市立図書館の予約本が大学付属図書館で受け取ることが

できるようになりました。当初は受け取りを目的に来館する利用者が多かったそうですが、最近ではＣ

ＵＣライブラリーカードで大学付属図書館所蔵の専門書（主に経済書・資格関係）を利用する人が増え

ているそうです。逆に、商大生は、小説や入門書等、大学付属図書館にないような本を市立図書館から

借りているとのことで、お互いの要求がうまく合致し、相乗効果を生んでいるようです。 
市川市図書館の物流システムの存在が連携強化に大きな役割を果たしていますが、返却ポストの本は

市中央図書館に戻った段階で返却処理を行うため、週２日（火・金）の運行回数では少ないと感じてい

るそうです。 

おわりに（後日の感想） 
市川市と千葉商科大学は、平成２０年５月２５日、街づくりや環境など幅広い分野にわたって連携す

る包括協定を結びました。市は地域の活性化と産業発展を、大学は学生が学んだことを実践できる場の

拡大を期待しているということです。これまでは、個別に連携しており、図書館においても相互連携協

定を結び、大学付属図書館で市図書館の予約図書を受け取るサービスとＣＵＣライブラリーカードで大

学付属図書館の所蔵資料が利用できるサービスを行ってきましたが、今後は大学図書館の資料を市図書

館で受け取るサービスや、講演会や講習会などの共同開催などで市民と学生の一層の交流を図るなど、

大学図書館と市川市図書館が一体となって、地域の課題解決や地域の発展を支える情報拠点になること

が期待されます。 
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○ 事例報告 
「敬天愛人文庫」のできるまで 

敬愛大学･千葉敬愛短期大学メディアセンター 藤井 武彦 
敬愛グループは２法人（長戸路学園・千葉敬愛学園）で､内訳は（大学１、短期大学１、高校４、幼

稚園１）で構成されています。 
各校に所在する西郷隆盛､敬天愛人､創立者の資料、各校関係資料、出版物等の資料の所在目録を作り、

散逸や重複収集を防ぎ、世間に広く公開し敬天愛人教育に寄与することを目的に各校の図書担当者が一

同に会し、検討しホームページを作りました。 
●文庫名の決定(敬天愛人文庫) 

各校でばらばらだった文庫名（長戸路文庫、西郷文庫、敬愛文庫）をまとめ、全てを包括する「敬

天愛人文庫」に統一しました。 
●建学の精神の由来（創立者長戸路政司と西郷隆盛「敬天愛人」との出会い） 

創立者長戸路政司は明治３８年１０月来日した米国民主党大統領候補 W.J ブライアンの演説を聞

き西郷隆盛の偉大さと敬天愛人の素晴らしさを知り、建学の精神を西郷隆盛の敬天愛人としました。     

演説の基になった資料は明治１０年発刊の内村鑑三著「日本及び日本人」でブライアン家の書生であ

った鹿児島出身の山下弥七郎氏のアドバイスの影響も大きかったと思われます。 
●文庫一覧（敬天愛人文庫ホームページ上で公開） 

図書のデータ入力形式を統一したフォーマットを各校に配り、入力データを集め所在一覧を作りま

した（第１回４５８点収録）。問題点は入力図書の選定基準の解釈が担当者によりマチマチで解釈の

統一化の打合せが必要となりました。データは年次ごとに更新予定です。 
●文庫検索（敬天愛人文庫ホームページ上で公開） 

現在、ソフト業者の都合により工事中断中です。 
●スライド/ＰＤＦ資料（敬天愛人文庫ホームページ上で公開） 
〇スライド  

PowerPoint で３０コマの音声内容説明付き「敬天愛人文庫」スライドを作成しました。 
〇ＰＤＦ資料 
創立者長戸路政司の著書をＰＤＦ化し公開した。 
敬愛読本（教育理念と道徳修養の指導書、１２９頁、大正１５年出版、現存２冊）  
大原幽学の本領（郷土の偉人の才能･評価･生き方の指導書、１０７頁、昭和１０年出版、現存２冊) 

●論文・資料一覧（敬天愛人文庫ホームページ上で公開） 
国立情報学研究所論文データベースに登録されている敬天愛人に関する論文３１編の原本叉はコ

ピーを各機関のご好意で頂き、関連資料８編を収録しました。 
●今後の研究と課題 

〇西郷隆盛と敬天愛人のルーツの研究 
〇敬天愛人の精神関連資料収集 
〇ブライアンと西郷隆盛・敬天愛人関連資料収集（山下弥七郎） 
〇長戸路政司著書のＰＤＦ化の推進 
〇学園史･学園資料の整理保存 
〇現地調査 
・鹿児島西郷南洲顕彰会 西郷隆盛生誕の地 
・和泊西郷南洲顕彰会 沖永良部島・奄美大島・徳之島 流刑の地 
人（民）を愛す（敬天愛人発祥の地・抜糖死罪令・黒糖地獄） 

・山形荘内西郷南洲顕彰会 南洲遺訓発刊 南洲関連資料多数 
・日置市日吉人物伝刊行会 ブライアン山下物語（日米の樹） 

今回の事例発表は敬天愛人文庫ホームページの一作目で、内容も未熟ですが年々積み重ねて行きます

のでご指導を宜しくお願いします。 
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 各 館 の 行 事 予 定（2008 年７月～2009 年３月末） 
月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

６月３日～ 

７月21日 

千葉市美術館 インドネシア更紗のす

べて 

－伝統と融合の芸術－

インドネシア更紗の歴史と魅力

を、戸津正勝氏のコレクション

を中心に紹介。 

千葉市美術館 

７月２日、 

10日 

千葉市中央図書館 地域おはなしボランテ

ィア養成講座 

（中級） 

読み聞かせの実習（地域おはな

しボランティア養成講座（初級）

修了者を対象：30名程度） 

おはなしのへや 

７月４日 千葉市中央図書館 読み聞かせ講座 読み聞かせの経験のない市民を

対象に、読み聞かせの意義と方

法を実演を交えての講座。 

（80名） 

生涯学習センターメディア 

エッグ 

７月５日 東京情報大学 

情報サービスセン

ター 

前期公開講座 

：情報ビジネス学科 

『日本経済の低迷はサブプライ

ム問題が原因か？』3K 不況（建

築基準法、貸金業法、そして金

融商品取引法）が日本経済を襲

う 

第１部 

・ 「日本経済の低迷はサブプラ

イム問題が原因か？」 

本学情報ビジネス学科准教授

堂下 浩 

・ 「サブプライム問題が日本経

済に及ぼした影響」 

USB証券会社株式調査部/クレジ

ット調査部シニアアナリスト

大槻 奈那 

・ 「3K 不況が日本経済を襲う」

作家 江上 剛 

第２部 

・ 「増加傾向にある零細中小企

業の倒産件数から「行政不況」

の可能性を探る」 

帝國データバンク情報部情報取

材課長 中森 貴和 

・「パネルディスカッション」

東京財団研究員 石川和男 他

東京情報大学 

４号館１階メディアホール 

第１部 13:00～15:00 

 第２部 15:00～17:00 

７月16日 みやこ図書館白旗

分館 

夏のおはなし会 絵本の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。 

南部青少年センター和室 

15:30～16:00 

７月16日～

８月19日 

日本貿易振興機構

アジア経済研究所

図書館 

アジ研サテライト資料

展「環境資料展（仮）｣

及び講演会（8月8日）

アジ研図書館で所蔵する世界の

環境問題に関する資料の展示お

よび環境に関する講演会を開催

する。 

アジ研図書館サテライト（日

本貿易振興機構ビジネスライ

ブラリー内）（東京） 

開催時間： 9:00～17:00 

休館日：土・日・祝日 

入場無料 

７月19日 千葉市中央図書館 夏の親子おはなし会 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。

（3歳以上の幼児・児童とその保

護者を対象：各20組） 

おはなしのへや 

11:00～  3,4歳児と保護者 

14:30～  5,6歳児と保護者 

15:00～  小学生と保護者 

７月19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

けをつくる。 

（幼児～） 

多目的室（午前・午後） 

７月23日 若葉図書館西都賀

分館 

夏の親子おはなし会 絵本の読み聞かせ会 15:00～  3,4歳児とその保護

者 

15:45～ 5歳児～小学校低学

年とその保護者 

７月23日 緑図書館あすみが

丘分館 

親子夏のおはなし会 親子で聞ける夏にふさわしい

「よみきかせ」など 

緑図書館あすみが丘分館 

対象：3歳児とその保護者 

募集：当日  
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月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

７月23日、 

24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。 （小学３年生対象） 

一日２回 

9:30～12:00 

13:30～16:00 

７月24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、

パネルシアターなどを楽しむ。

（小学生。幼児は保護者同伴）

多目的室 

10:00～ 

７月24日 美浜図書館打瀬分

館 

夏のおはなし会 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。 

打瀬公民館 

７月25日 花見川図書館花見

川団地分館 

夏休みお楽しみ会 図書館の本を使って、工作遊び、

パネルシアターなどを楽しむ。

（小学生。幼児は保護者同伴）

多目的室 

10:00～ 

７月25日 稲毛図書館 夏のお楽しみおはなし

会 

絵本、本の読み聞かせ等 15:15～ 3～6歳児 

16:00～ 小学生 

７月26日 若葉図書館泉分館 夏の親子おはなし会 絵本の読み聞かせ会 

（30名） 

11:00～11:30 

 3歳児以上とその保護者 

７月27日 千葉市中央図書館 子どもが語るおはなし

会 

高校生が読み聞かせを行う。 

（3歳児～小学生、各30名） 

おはなしのへや 

11:00～11:30 

14:30～15:00 

７月29日 若葉図書館 夏の親子おはなし会 絵本の読み聞かせ会 

（各部30名） 

15:00～ 3,4歳児とその保護

     者 

15:45～ 5歳児以上とその保

     護者 

７月29日～ 

31日 

千葉市中央図書館 子ども図書館たんけん

隊 

自動出納書庫やコンュータ室、

移動図書館など普段見ることの

できない施設の見学やクイズで

図書館を知る。 

（市内在住小学生３年生以上：

各回20名） 

7月29・30日 

 14:30～16:30 

7月31日 

 10:00～12:00 

 14:30～16:30 

７月29日～ 

９月７日 

千葉市美術館 ブラティスラヴァ世界

絵本原画展 

スロヴァキアの首都ブラティス

ラヴァで２年に一度開かれる世

界最大規模の絵本原画展。その

第２１回展（2007年）から、受

賞作品と日本人作家の作品を紹

介。 

千葉市美術館 

７月30日 メディア教育開発

センター 

インストラクショナル

デザイン入門セミナー

（第１回） 

実際の開発予定コンテンツを事

例とした教育コンテンツ開発セ

ミナー 

メディア教育開発センター西

棟（制作棟）ホール（千葉市

美浜区） 

７月30日 花見川図書館 子ども一日図書館員 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） 

午前・午後 

７月30日 若葉図書館 わらべうたであそぼう わらべうたを親子で楽しむ。 10:30～11:00 

 2歳児とその保護者 

７月30日、 

31日 

緑図書館 子ども一日図書館員 貸出・返却・装備の実体験を通

し図書館の概要を知ってもら

う。（各回10名、合計40名） 

午前・午後 

（全４回） 

７月31日 美浜図書館 小学生のための夏休み

お話会 

小学生を対象に、絵本の読み聞

かせ等を楽しむ。あわせて工作

遊びをする。（定員30名） 

高洲・子育てリラックス館 

７月31日、 

８月１日 

(２日間) 

メディア教育開発

センター 

インストラクショナル

デザインワークショッ

プ（第１回） 

インストラクショナルデザイン

プロセスによる具体的な e ラー

ニングコンテンツ開発企画書を

作成 

メディア教育開発センター西

棟（制作棟）ＰＲＩＭＥ（千

葉市美浜区） 
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月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

８月１日 みやこ図書館 科学で遊ぼう 

－リサイクル工作－ 

牛乳パックで作るバランスとん

ぼ ＊工作を楽しみながら≪と

んぼ≫についての資料を紹介

（小学生対象） 

集会室 

10:00～12:00 

８月２日 緑図書館 マジックショー 

子ども映画会 

映画上映を通して、原作本を紹

介する。＆マジックショー 

（中学生以下対象：220 名） 

緑図書館 

８月３日、 

10日、17日、

24日 

千葉市中央図書館 子どもが語るおはなし

会 

高校生が読み聞かせを行う。 

（3歳児～小学生、各 30 名） 

おはなしのへや 

11:00～11:30 

14:30～15:00 

８月４日、 

５日 

(２日間) 

メディア教育開発

センター 

コンテンツ制作ワーク

ショップ 

オフィス系ソフトを利用したｅ

ラーニングコンテンツの制作 

メディア教育開発センター西

棟（制作棟）ＰＲＩＭＥ（千

葉市美浜区） 

８月６日 緑図書館 科学で遊ぼう 紙の筒を使った科学あそび 

（小学生対象：20 名） 

緑図書館 

８月６日、 

７日、８日 

(３日間) 

メディア教育開発

センター 

素材作成ワークショッ

プ 

アニメーション、ナレーション、

動画などを用いたｅラーニング

コンテンツの制作 

メディア教育開発センター西

棟（制作棟）ＰＲＩＭＥ（千

葉市美浜区） 

８月９日 緑図書館 小学生夏休みおはなし

会 

夏休みにふさわしい小学生向け

おはなし会 

（小学生対象：40 名） 

緑図書館 

８月９日、 

10日、12日、

13日  

花見川図書館 科学あそびの部屋 簡単な材料でできる科学あそび

を資料とともに展示。自由に触

って楽しむほか、その場で作っ

て持ち帰れるものも用意する。

多目的室 

10:00～ 

８月９日、 

２月21日  

稲毛図書館 小学生土曜日おはなし

会 

小学生を対象とした絵本の読み

聞かせなど。 

稲毛図書館 

10:00～ 

８月18日 メディア教育開発

センター 

ｅラーニング運用実践

セミナー 

大学等において必要なｅラーニ

ングのノウハウ、学習支援方法

その他の具体的な運用方法につ

いて 

メディア教育開発センター西

棟（制作棟）ホール（千葉市

美浜区） 

８月19日 メディア教育開発

センター 

インストラクショナル

デザイン入門セミナー

（第 2回） 

実際の開発予定コンテンツを事

例とした教育コンテンツ開発セ

ミナー 

メディア教育開発センター西

棟（制作棟）ホール（千葉市

美浜区） 

８月20日、 

21日 

(２日間) 

メディア教育開発

センター 

インストラクショナル

デザインワークショッ

プ（第 2回） 

インストラクショナルデザイン

プロセスによる具体的な e ラー

ニングコンテンツ開発企画書を

作成 

メディア教育開発センター西

棟（制作棟）ＰＲＩＭＥ（千

葉市美浜区） 

８月22日 メディア教育開発

センター 

ｅラーニングとＬＭＳ

入門セミナー 

ｅラーニングとＬＭＳ（学習管

理システム）の基本的知識とこ

れを利用した実際の学習方法に

ついて 

メディア教育開発センター西

棟（制作棟）ホール（千葉市

美浜区） 

８月23日 日本貿易振興機構

アジア経済研究所

図書館他 

（千葉県、(財)ち

ば国際コンベンシ

ョンビューロー、

(独)国際協力機

構、(財)日本ユニ

セフ協会千葉県支

部） 

グローバルフェスタ

Chiba2008 

国際協力・貢献に関するイベン

トであるグローバルフェスタ

Chiba2008 に参加し、アジ研図

書館で公開しているデジタルア

ーカイブのデモを行う。 

開催場所 

千葉大学けやき会館ほか展示

ブース（予定） 

８月23日 緑図書館土気図書

室 

親子おはなし会 親子で聞ける夏にふさわしい

「よみきかせ」など。 

緑図書館土気図書室 

対象：3歳児とその保護者 

募集：当日  
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月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

９月上旬～

10月下旬 

千葉市中央図書館

千葉市生涯学習セ

ンター 

地域おはなしボランテ

ィア養成講座（千葉市

ボランティア基礎講

座） 

ボランティア活動に関する基礎

的な知識・理解の習得（地域お

はなしボランティア養成講座

（中級）修了者を対象：30 名程

度） 

生涯学習センター 

９月13日～

10月26日 

千葉市美術館 八犬伝の世界 曲亭馬琴作の読本『南総里見八

犬伝』の研究家であり、コレク

ターでもある服部仁氏のコレク

ションを中心に、八犬伝の趣向

を借りた近現代の作品も含め、

その造形を集大成。 

千葉市美術館 

９月19日、 

1月23日 

稲毛図書館 親子のおはなし会 ３～６歳児・小学生・保護者を

対象とした絵本の読み聞かせ。

15:15～ 3～6 歳児と保護者

16:00～ 小学生と保護者 

９月20日 花見川図書館 裁判員制度講座 市民に裁判員制度への理解と関

心を深めてもらうため、資料の

展示と千葉地方検察庁職員によ

る説明会を開く。 

多目的室 

10:00～ 

９月27日 みやこ図書館 歴史講座 

(仮)「都川と丹後堰」

みやこ図書館周辺の旧跡に関す

る講座 

集会室 

10:00～11:30 

10月１日、 

８日、15日 

花見川図書館 親子で楽しむわらべう

たと絵本講座 

（全３回） 

３歳児の親子を対象に、わらべ

うたと手遊び、絵本の読み聞か

せ等を行う。（10 組） 

多目的室 

10:00～ 

10月１日、 

８日、15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

み聞かせの効用、絵本の選び方、

楽しさを理解してもらう。（３歳

児とその保護者対象：各 15 組）

緑図書館 

10月１日、 

３月４日 

稲毛図書館 はじめてのおはなし会 ２歳児とその保護者を対象とし

たわらべうた、絵本の読み聞か

せ。 

稲毛図書館 

10:30～ 

10月２日、 

９日 

美浜図書館 親子で楽しむわらべう

たと絵本の会 

２歳児の親子を対象に、わらべ

うたと手遊び絵本の読み聞かせ

等を行う。（定員各 20 組） 

高洲・子育てリラックス館 

10月３日、 

10日、17日 

美浜図書館打瀬分

館 

親子で楽しむ絵本講座 ３歳児の親子を対象に、わらべ

うたの実践や絵本の読み聞かせ

や選び方を行う。（定員各 15 組）

打瀬公民館 

10月３日、 

10日、17日、

24日 

花見川図書館花見

川団地分館 

親子で楽しむわらべう

たと絵本講座 

（全４回） 

３歳児の親子を対象に、わらべ

うたと手遊び、絵本の読み聞か

せ等を行う。（10 組） 

多目的室 

10:00～ 

10月10日, 

17日、24日 

みやこ図書館 親子で楽しむわらべう

たと絵本講座 

本の紹介や読み聞かせ・わらべ

うたや手遊びを行い、絵本の楽

しさを知ってもらう。 

（３歳児とその保護者対象） 

集会室 

10:00～11:30 

10月15日, 

22日、29日 

若葉図書館 親子で楽しむ絵本講座 ３歳児とその保護者を対象にわ

らべ歌や手遊びを行う。 

（定員 10 組） 

10:30～11:30 

10月18日 美浜図書館 行政・法律情報講座 平成２１年から始まる「裁判員

制度」について市民の理解を深

める。 

高洲コミュニティセンター 

10月22日, 

29日 

稲毛図書館 わらべうたと絵本講座 ３歳児とその保護者を対象とし

たわらべうた、絵本の読み聞か

せ。 

10:30～ 3 歳児と保護者 

10月25日 若葉図書館西都賀

分館 

親子おはなし会 読み聞かせやおはなしを親子で

楽しむ。 

15:00～ 3,4 歳児とその保

護者 

15:45～ 5 歳児～小学校低

学年とその保護者 
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月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

10月25日 千葉市中央図書館 子ども読書まつり ①アトリウム（大型絵本・本の

リサイクル） 

②わらべうた(0～1,2～3,4～6,

小学生） 

③おはなし会（3歳児～小学生）

④外国語（英語） 

⑤写真展示 

⑥主人公クイズ 

おはなしのへや 

グループ研修室 

生涯学習センター 

14:00～16:00 

10月予定 千葉県立中央図書

館 

子どもの本の読み聞か

せ講座 

１．講演「絵本の読み聞かせ選

 び方と読み方の実践」 

 講師：未定 

２．参加者による実演と講師の

アドバイス 

未定 

11月１日 稲毛図書館 子ども読書まつり わらべうた、絵本の読み聞かせ

 

 

 

絵本、本の読み聞かせ等 

リサイクル雑誌の配布 

10:00～ 

 1 歳児とその保護者 

11:00～ 

 2 歳児とその保護者 

14:00～ 3～6 歳児 

10:00～ 児童～一般 

11月１日 若葉図書館 子ども読書まつり わらべうたを親子で楽しむ。 

 

 

 

読み聞かせやおはなしを親子で

楽しむ。 

10:00～10:30 

 0･1 歳児とその保護者 

11:00～11:30 

 2･3 歳児とその保護者 

15:00～15:20 

 3･4 歳児とその保護者 

15:45～16:15 

 5 歳児以上とその保護者 

11月１日 美浜図書館 子ども読書まつり親子

おはなし会 

３歳児の親子を対象に、わらべ

うたと手遊び絵本の読み聞かせ

等を行う。（定員各 15 組） 

高洲・子育てリラックス館 

11月１日 花見川図書館花見

川団地分館 

裁判員制度講座 市民に裁判員制度への理解と関

心を深めてもらうため、資料の

展示と千葉地方検察庁職員によ

る説明会を開く。 

多目的室 

10:00～ 

11月１日 緑図書館 子ども読書まつり 大型絵本の「読み聞かせ」や「わ

らべうた」であそぼう。 

緑図書館 

対象：小学生以下 

募集：当日 

11月１日～

12月14日 

千葉市美術館 ２０世紀の写真 京都国立近代美術館が所蔵する

ギルバート・コレクションを中

心に２０世紀の写真の流れを展

観。 

千葉市美術館 

11月５日～

30日 

千葉市郷土博物館

（共催：千葉大学

地域観光創造セン

ター・千葉大学附

属図書館） 

千葉市の医学と医療 千葉大学附属図書館亥鼻分館の

古医学書を中心とした展示会 

千葉大学図書館本館 

（同展示を 9/9～10/26 に千

葉市郷土博物館でも行う。）

11月８日 みやこ図書館  子ども読書まつり わらべうたやおはなし会などの

イベントの開催。 

みやこ図書館 

11月８日 花見川図書館 こども読書まつり 「子ども読書推進計画」による

事業の一環。広く、図書館に親

しむ機会として、お話会、紙芝

居、雑誌リサイクル等を行う。

ボランテイア参加も募る予定。

一日。 

11月12日 美浜図書館打瀬分

館 

子ども読書祭り事業

「大人のためのおはな

し会」 

大人向けのお話、また同伴の乳

幼児にわらべうたと読み聞かせ

を行う。 

打瀬公民館 

11月下旬 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。 

多目的室 

14:00～ 
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月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

12月６日 千葉県立中央図書

館 

冬のおはなし会 絵本の読み聞かせ、素話、本の

紹介 

講堂 

10:30～11:00 

13:30～14:00 

12月６日 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。 

高洲・子育てリラックス館 

12月上旬～

２月下旬 

千葉市中央図書館 地域おはなしボランテ

ィア養成講座（上級）

素話の実習（千葉市ボランティ

ア基礎講座修了者を対象：30 名

程度） 

おはなしのへや 

12月13日, 

14日 

（予定） 

千葉市生涯学習セ

ンター 

（仮称）まなびフェス

タ 2008 

所蔵図書資料等の特別展示 千葉市生涯学習センター調

査・資料室 

9:00～17:00（予定） 

12月17日 みやこ図書館白旗

分館 

冬のおはなし会 大型絵本、紙芝居などを親子で

楽しむ。 

南部青少年センター和室 

15：30～16：00 

12月19日 稲毛図書館 冬のお楽しみおはなし

会 

絵本、本の読み聞かせ等 15:15～ 3～6 歳児 

16:00～ 小学生 

12月20日 みやこ図書館 クリスマスおはなし会 絵本の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。 

集会室 

10:00～ 3～6 歳児 

11:00～ 小学生 

12月20日 千葉市中央図書館 冬の親子おはなし会 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。

（3 歳以上の幼児・児童とその

保護者が対象：定員各 20 組）

おはなしのへや 

11:00～ 3,4 歳児と保護者 

14:30～ 5,6 歳児と保護者 

15:00～ 小学生と保護者 

12月20日 若葉図書館 冬の親子おはなし会 絵本の読み聞かせ等 15:00～ 3,4 歳児とその保

護者 

15:45～ 5 歳児以上とその

保護者 

12月20日 若葉図書館泉分館 冬の親子おはなし会 絵本の読み聞かせ等 11:00～11:30 

 3 歳児以上とその保護者 

12月20日 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～） 

多目的室 

（午前・午後） 

12月20日～

１月25日 

千葉市美術館 牧谿・雪舟と和漢の水

墨画―岡山県立美術館

所蔵水墨画名品展― 

岡山県立美術館の全面的な協力

を得て、牧谿・玉澗から、雪舟、

宮本武蔵、浦上玉堂、さらには

富岡鉄斎に至るまでの名品を集

め、600 年以上にわたる水墨画

の世界を展観。 

千葉市美術館 

12月24日 花見川図書館花見

川団地分館 

冬のおはなし会 素話、パネルシアターなどを通

して、本との出会いを深める。

（幼児～） 

多目的室 

10:00～ 

12月24日 若葉図書館西都賀

分館 

冬の親子おはなし会 絵本の読み聞かせ等 15:00～ 3,4 歳児とその保

護者 

15:45～ 5 歳児～小学校低

学年とその保護者

12月25日 美浜図書館打瀬分

館 

冬のおはなし会 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。 

打瀬公民館 

12月26日 花見川図書館 冬のおはなし会 素話、パネルシアターなどを通

して、本との出会いを深める。

（幼児～） 

多目的室 

14:00～ 

12月26日 緑図書館 冬のおはなし会 冬休みにふさわしい小学生向け

おはなし会 

（小学生対象：40 名） 

緑図書館 

１月10日 みやこ図書館 かるたあそび 小学生を対象にかるた遊びを楽

しむ。 

集会室 

１月10日 みやこ図書館白旗

分館 

かるたあそび 小学生を対象にかるた遊びを楽

しむ。 

南部青少年センター和室 

10:30～11:30  
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月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

１月中旬 花見川図書館花見

川団地分館 

日本の昔話お話し会 日本の昔話を通して本に親しむ

きっかけをつくる。 

（幼児～） 

多目的室 

10:00～ 

１月17日 みやこ図書館 図書館市民講座 

「司法制度改革と裁判

員制度」 

裁判員制度についての説明と質

疑応答 

10:00～12:00 

１月17日 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

びを楽しむ。 

（小学生） 

多目的室 

10:00～ 

１月29日 美浜図書館 わらべうたと絵本の会 親子を対象に、わらべうたや絵

本の読み聞かせ等を楽しむ。 

高洲・子育てリラックス館 

１月予定 千葉県立中央図書

館 

子どもの本の読み聞か

せ講座 

１．講演「絵本の読み聞かせ選

び方と読み方の実践」 

 講師：未定 

２．参加者による実演と講師の

アドバイス 

未定 

１月～２月

(予定） 

千葉市中央図書館 児童文学講座 市民を対象とした、児童文学に

関する講座：80 名 

生涯学習センターメディア 

エッグ 

２月３日～ 

３月１日 

千葉市美術館 新収蔵作品展 

写楽、夢二、そして房

総ゆかりの作家たち 

平成１５年度以降新たに千葉市

の所蔵品となった絵画、版画、

書、彫刻、立体の作品を一同に

展示。寄贈作品などその多くは

初公開。 

千葉市美術館 

２月15日 千葉県立中央図書

館 

アドベンチャー・ライ

ブラリー 

（図書館探検） 

館内見学・本の探し方実習 

（小・中学生対象） 

児童資料室 

10:00～11:30 

２月中旬 

４日間 

（予定） 

千葉市生涯学習セ

ンター 

(仮称）生涯学習ボラン

ティアパーク 

ちば生涯学習ボランティアセン

ターに講師登録されている方々

による講座やステージ、パネル

展示発表を展開 

千葉市生涯学習センター 

9:00～17:00 

（予定） 

３月７日～ 

３月27日 

千葉市美術館 第４０回千葉市民美術

展覧会 

市民芸術祭の一環として、千葉

市美術協会会員及び公募入選作

品約 1,000 点を 7 部門に分けて

展示。 

千葉市美術館 

３月29日 千葉市中央図書館 子どもが語るおはなし

会 

高校生が読み聞かせを行う。 

（3歳児～小学生、各 30 名） 

おはなしのへや 

11:00～11:30 

14:30～15:00 

 
（通 年） 

月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

月１回 

第２水曜日 

緑図書館あすみが

丘分館 

おはなし会 対象：3歳児～ 緑図書館あすみが丘分館 

15:45～ 

月１回 

第３水曜日 

みやこ図書館白旗

分館 

おはなし会 幼児・小学生を対象に本の読み

聞かせ・手遊び・おはなしなど

を行う。 

南部青少年センター和室 

15:30～16:00 

月１回 

第４水曜日 

花見川図書館花見

川団地分館 

おはなし会 ３歳児～小学生。 

素話、絵本の読み聞かせ。 

多目的室 

15:30～ 

月１回 

第４木曜日 

美浜図書館打瀬分

館 

おはなし会 ３歳児～小学生。 

素話、絵本の読み聞かせ。 

打瀬公民館 

15:30～ 

月１回 

第２金曜日 

千葉市中央図書館 わらべうたと絵本の会 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。 

（定員各 15 組） 

生涯学習センタープレイルー

ム 

10:00～10:30 

  1 歳児と保護者 

11:00～11:30 

  2 歳児と保護者  
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月 日 主 催 館 行 事 名 概  要 場所・時間等 

月１回 

第２土曜日 

若葉図書館泉分館 おはなし会 絵本の読み聞かせ 

（３歳児～小学校低学年） 

11:00～ 

月２回 

(第２金曜

日、第４日

曜日) 

千葉県立中央図書

館 

書庫見学会 県立中央図書館書庫の見学 9:30～10:30 

月２回 

(第２・第４

水曜日) 

若葉図書館西都賀

分館 

おはなし会 絵本の読み聞かせ等 

（３歳児～小学校低学年） 

15:00～ 

毎週火曜日 みやこ図書館 おはなし会 幼児・小学生を対象に本の読み

聞かせ・手遊び・おはなしなど

を行う。 

おはなしのへや 

15:30～ 3,4,5 歳児 

16:00～ 年長児・小学生 

毎週火曜日 若葉図書館 おはなし会 

（職員） 

絵本の読み聞かせ 

（３歳児～小学校低学年） 

15:30～ 

毎週金曜日 花見川図書館 おはなし会 ４歳児～小学生。 

素話、絵本の読み聞かせ。 

多目的室 

16:00～ 

毎週金曜日 稲毛図書館 おはなし会 ３～６歳児、小学生を対象とし

た絵本の読み聞かせなど。 

稲毛図書館 

15:15～ 3～6 歳児 

16:00～ 小学生 

毎週金曜日 緑図書館 えほんのじかん ２・３歳児と保護者対象 緑図書館 

11:00～ 

毎週金曜日 緑図書館 おはなし会 ４歳児～小学生対象。 緑図書館 

15:30～ 4 歳児～ 

16:00～ 小学生 

毎週金曜日 美浜図書館 おはなし会 ３歳児～小学生。 

素話、絵本の読み聞かせ。 

高洲・子育てリラックス館 

15：30～  3・4 歳児 

16：00～  5 歳児～ 

毎週土曜日 千葉県立中央図書

館 

おはなし会 絵本の読み聞かせ、素話、本の

紹介 

児童資料室 

13:30～14:00 

毎週土曜日 千葉市中央図書館 おはなし会 年齢別に読み聞かせを行う。 

（各回 30 名） 

おはなしのへや 

11：00～  3・4 歳児 

14：30～  5・6 歳児 

15：00～  小学生 

毎週土曜日 若葉図書館 おはなし会 

（ボランティア） 

絵本の読み聞かせ 

（３歳児～小学校低学年） 

14:00～ 

※ 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://wwwsoc.nii.ac.jp/ccal/index.html
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