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千葉市図書館情報ネットワーク協議会 

 Network通信 

Ｎｏ．３２ 

 

平成２１年度総会及び第１回研修会の報告 

 

日 時  平成２１年５月１５日（金曜日） 

               午後２時００分～３時００分 総会 

               午後３時１５分～４時３０分 第１回研修会 

会 場  神田外語大学附属図書館 

平成２１年５月１５日、神田外語大学附属図書館を会場

として、平成２１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２４館中、１８館（委

任状６館）３３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、会場を提供していただいた神田外語大学の

新設された校舎（７号館）等の施設を視察しました。 

 

総会の報告 

１．開会行事 

（１）会長挨拶      勝股 正一 氏（淑徳大学附属図書館） 

（２）会場館館長挨拶   永井  浩 氏（神田外語大学附属図書館長） 

２．議事 

（１）平成２１年度役員について 

人事異動等に伴う役員の交代について報告があり承認された。なお、長年理事館でありま

した千葉経済大学総合図書館に替り、新しく植草学園大学図書館が理事館となりました。 

役員はつぎのとおりです。 

【理事】 

   会  長 勝股 正一 氏（淑徳大学附属図書館） 

   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） 

     ・三浦 正克 氏（放送大学附属図書館） 

     ・伊藤  博 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） 

     ・森  生也 氏（植草学園大学図書館） 

・小林 信行 氏（千葉市若葉図書館） 

神田外語大学７号館 全景 
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【監査】・田中 晋二郎 氏（千葉市生涯学習センター） 

・石田 敦郎 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；作田明雄、事務局長補佐；土橋 渉、 

事務局員；森島和光、古川和子、佐久間仁央、酒寄喜一 

なお、協議会機関紙の担当館については日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館と千葉

市中央図書館が昨年度に引き続き行う。 

（２）平成２０年度事業報告 

    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２０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所長）から会計

監査結果が報告され承認された。 

 （４）平成２１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。 

（５）平成２１年度会計予算案について 

    事務局案が承認された。 

（６）ホームページ管理館について 

    平成２１年度は放射線医学総合研究所図書室が管理館として承認された。 

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２１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２１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 

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 

  ※ メディア教育開発センター情報資料室は平成 21 年 3 月 31 日付けで退会。 
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施設の概要説明及び見学 

 

神田外語大学附属図書館を見学して 

                                 事 務 局 

 

キャンパスに新入生が入学して間もない初夏の日、

まだ開館したばかりの千葉市幕張の神田外語大学附

属図書館を見学させていただきました。 

 四季折々の木立が美しいコートヤードを臨む６号

館に続いて、昨年竣工した７号館では、１階の部分は

図書館として、２階のフロアーは多言語コミュニュケ

ーション・MULC（Multilingual Communication 

Center）のためのスペースとして活用されています。 

 ６号館には語学能力を駆使して情報発信するため

の最新機器を備えたメディアセンターと、様々な教材

・機材を使って学習に役立てるランゲージセンターが

あり、英語圏の語学学習を多角的にフォローしていま

す。 

 ７号館の新図書館はワンフロアーが 3800 ㎡とゆったりした空間の中、資料の収容可能冊数は、

固定書架は 10 万冊、利用者自らが操作する電動集蜜書架においては 12 万冊にも及ぶそうです。図

書資料と雑誌・新聞は貴重書を除き開架書架に配架され、視聴覚資料も館内で自由に視聴できるよ

うになっており、このような配慮が利用者の自主性をより促しているのではないかと思います。 

また外語大学という視点から、国内外の資料が多岐に渡って取り揃えられ、従来の大学図書館と

しての専門性がアカデミックな雰囲気をも醸しだしています。 

一方では、キャンパスを超えて学び続けるためのコレクションのアーカイブの充実も図り、専門

分野の外国語の資料の多様さには特筆すべきものがあります。 

開館時２万冊余から始まった蔵書も、今日では 17 万冊を数え、情報検索コーナーには 1997 年

にいち早くコンピューターシステムを導入して以来、最先端の機器をとり揃えており、知識の礎と

して、もはや欠かすことのできない存在になっているのだと思います。350 席ある閲覧席にはオー

プンスペースの他コンパートメントになっている席もあって、「学習空間としての図書館」という

コンセプトが、それぞれの場面で伺えます。 

 また、７号館２階の MULC は７つの言語エリアに分かれて

いて、アジア各国（韓国・中国・ベトナム・タイ・インドネシ

ア）の他、スペイン語・ポルトガル語圏を代表する各地の街並

や再現された建築物を通して文化の一端に触れることができ、

ひとえに言語を学習するだけでなく、学んだ知識の向上ととも

に、よりグローバルな視野に立った見識が育まれていくのでは

ないでしょうか。 

 学生ならずとも、穏やかな光の降り注ぐ窓辺の閲覧席でここ

ろゆくまで学び、読書に浸りたいと思った今回の視察でした。 

学び舎を、ご案内いただいた神田外語大学の方々に心より感

謝いたします。 

 

 

MULC・タイ語エリア（２階） 

図書館・閲覧スペース（１階） 



各 館 の 行 事 予 定(2009年7月～2010年3月末)

月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

6月23日～
7月5日

千葉市美術館 千葉市美術協会特別展
市展40回記念特別展

今年3月に第40回展が開催され
た千葉市民美術展を記念し、本
市美術協会の幹部による作品を
展示する（9階市民ギャラリー
にて・入場無料）。

千葉市美術館
開館日
　月～木・日 10:00～18:00
　金・土　　 10:00～20:00
休館日
　毎月第一月曜日
　年末年始（12/29～1/3）
　電気点検日（12/7）
　展示替期間

6月27日～
8月9日

千葉市美術館 瀧澤久仁子コレクショ
ン　祈りをつづる染と
織─タイの美しい布

タイの古都チェンマイに暮らし
た故・瀧澤久仁子氏が遺した膨
大な染織コレクションの中か
ら、故人が最も愛したタイ族の
布文化を示す約200点あまりの
作品を初公開。あわせて、瀧澤
氏自身が旅の中で撮影した写真
も紹介する。

千葉市美術館

6月27日～
8月9日

千葉市美術館 石井光楓展─パリの青
春 ／
こんな作品あったよ〜
中学生が選ぶ所蔵作品
展〜

「石井光楓展」は、戦前のパリ
でも評価を得た房総出身画家の
画業を紹介する。
「こんな作品あったよ」は、平
成20年度に千葉市内の公立中学
校で展開された鑑賞授業の成果
をもとに構成・展示する。

千葉市美術館

7月3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11日 東京情報大学 東京情報大学
前期公開講座

公開講座４
『ＩＴ世界からみた21世紀型一
次産業』～一次産業従事者が
ネットワーク環境を取り入れた
場合の一次産業の在り方の仮説
～
「ＩＴの進化は一次産業の進化
に追いつけるか」
講師：サイバー大学教授
本学非常勤講師 久保田達也

東京情報大学
4号館1階メディアホール
　 13:00～15:00

7月15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18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
15:10～  小学生と保護者

7月18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
10:30～

7月22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
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月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

7月23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23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22日 緑図書館あすみ
が丘分館

親子楽しむ夏のおはな
し会

親子で楽しめる夏にふさわしい
「読み聞かせ」など

あすみが丘分館
15:45～16:15
対象：3歳児以上と保護者

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（全4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 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25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25日 緑図書館土気図
書室

親子おはなし会 親子で楽しめる夏にふさわしい
「読み聞かせ」など。

土気公民館
14:00～14:30
対象：3歳以上と保護者

7月26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、30名）

おはなしのへや
15:00～15:30

7月28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 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
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29日、
30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）

一日２回（全4回）
 9:30～12:00
13:30～16:00

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）

29・30日
　14:30～16:30
31日
　10:00～12:00
　14:30～16:30

7月29日～
31日

稲毛図書館 夏休みこどもアニメ鑑
賞会

子ども向けのアニメの上映 29日
　10:30～  3～6歳児と保護
　　　　　 者
30・31日
　10:30～　小学生
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月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

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31日 みやこ図書館 科学で遊ぼう
―リサイクル工作―

牛乳パックで作る工作。
（小学生対象）

集会室
10:00～12:00

8月1日 緑図書館 マジックショーと子ど
も映画会

マジックショーを楽しむ。映画
上映を通して、原作本を紹介す
る。
（中学生以下対象：220名）

鎌取コミュニティセンター
10:30～12:00

8月1日～
28日

日本貿易振興機
構アジア経済研
究所図書館

「東南アジアの華僑・
華人」写真・資料展

左記テーマに関して写真パネル
約20点、アルバム2冊、図書約
500冊を展示。地域専門のライ
ブラリアンがレファレンスに対
応。

アジア経済研究所
図書館１階

8月2日、
9日、16日
23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
15:00～15:30

8月5日 緑図書館 科学であそぼう 簡単な科学工作
（小学生対象：20名）

緑図書館
10:00～12:00

8月6日 日本貿易振興機
構アジア経済研
究所図書館

講演会
「東南アジア華僑・華
人研究の過去･現在」

相沢伸広アジア経済研究所地域
研究センター研究員が左記テー
マに関して講演。
（定員40名）

アジア経済研究所
C２１会議室
14:00～16:00

8月11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22日 緑図書館 小学生のための夏休み
おはなし会

昔話の語りを楽しむ
（小学生対象：40名）

緑図書館
11:00～11:45

9月9日、
16日

千葉県立中央図
書館

障害者用読書支援機器
活用講座

活字読み上げ機器やデジタル録
音の再生機器、携帯用録音図書
プレーヤーの説明

10:00～12:00
13:30～15:30

9月12日、
2月20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～

9月18日、
1月22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30日、
3月3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～

9月下旬 みやこ図書館 市民講座 健康・医療・介護をテーマに講
座を開催する。

集会室
10:00～12:00

9月下旬 花見川図書館 市民講座 健康に関すること。（予定） 多目的室
10:00～

－ 6 －



月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

10月1日、
8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1日～
29日

日本貿易振興機
構アジア経済研
究所図書館

「開発途上国の環境問
題」写真・資料展

左記テーマに関して写真パネル
約20点、アルバム2冊、図書約
500冊を展示。環境問題に詳し
いライブラリアンがレファレン
スに対応。

アジア経済研究所
図書館１階

10月2日、
9日、16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7日、
14日、21
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）

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。
（10組）

多目的室
10:00～

10月7日、
14日、21
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8日、
22日

稲毛図書館 わらべうたと絵本の読
み聞かせ講座

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9日,
16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9日、
16日、23
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３回）

２～３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 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

10月中旬 花見川図書館花
見川団地分館

認知症サポーター養成
講座

認知症について正しく理解する
ための講座を開催し、地域住民
に理解を深めてもらう。

多目的室
10:00～

10月中の
平日（予
定）

日本貿易振興機
構アジア経済研
究所図書館

講演会
「中国の環境問題」

大塚健司アジア経済研究所新領
域研究センター研究員が左記
テーマに関して講演。
（定員40名）

アジア経済研究所
C２１会議室
14:00～16:00（予定）

10月24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
10:00～16:00

－ 7 －



月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

10月28日 緑図書館あすみ
が丘分館

親子おはなし会 親子で楽しめる絵本の読み聞か
せ」など

あすみが丘分館
15:45～16:15
対象：3歳児以上と保護者

10月31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
15:00～　小学生
10:00～　児童～一般

10月31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

10月31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

10月31日 緑図書館 子ども読書まつり いろいろなイベントを楽しむこ
とで、本や図書館への関心を深
める。

緑図書館

10月下旬 千葉県立中央図
書館

子どもの本の読み聞か
せ講座

講演と実習 未定

11月3日 千葉市生涯学習
センター
（ちば生涯学習
ボランティアセ
ンター）

ぼらセンフォーラム 著名人（未定）講演会 千葉市生涯学習センター
ホール
午後（予定）

11月4日、
11日、18
日

緑図書館 親子で楽しむ絵本講座
（３回連続）

わらべうたや絵本を楽しみなが
ら、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。

対象：3歳児と保護者
募集：各15組

11月7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7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月上旬 稲毛図書館 文学講演会 一般市民を対象に、講師を招い
て文学に関する講演会

10:00～　一般市民

11月11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」

一般市民を対象に昔話等の語り
を行う。
（保育有り）

打瀬公民館
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月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

11月14日 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
13:30～

12月5日 千葉県立中央図
書館

冬のおはなし会 おはなし、絵本の読み聞かせ 10:30～11:00
13:30～14:00

12月5日、
6日

千葉市生涯学習
センター

まなびフェスタ2009 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12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16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16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
15:30～

12月16日 あすみが丘分館 クリスマスおはなし会 親子で「おはなし会」を楽しむ あすみが丘分館
15:45～16:15
対象：3歳児以上と保護者

12月17日
2月18日

みやこ図書館 図書館情報検索講座 図書館に設置されている館内資
料検索機の使い方や資料の探し
方に関する講座。

みやこ図書館

12月19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19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
15:10～　小学生と保護者

12月19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19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19日 若葉図書館 図書館情報検索講座 図書館に設置されている館内資
料検索機の使い方や資料の探し
方に関する講座。（定員8名）

13:30～15:00

12月19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19日 緑図書館土気図
書室

クリスマスおはなし会 親子で「お話し会」を楽しむ 土気公民館
14:00～14:30
対象：3歳以上と保護者

12月24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25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
16:00～
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月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

12月25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25日 緑図書館 クリスマスおはなし会 親子で「お話し会」を楽しむ 緑図書館
11:00～　2,3歳児と保護者
15:30～　4歳児～
16:00～　小学生～

12月26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

1月9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
10:00～12:00

1月9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

1月9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27日 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
15:30～

1月28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月下旬 千葉県立中央図
書館

子どもの本の読み聞か
せ講座

講演と実習 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月上旬 稲毛図書館 美術講座 千葉市美術館学芸員を招いて美
術に関する講演会

10:00～　一般市民

2月14日～
21日

千葉市生涯学習
センター
（ちば生涯学習
ボランティアセ
ンター）

ボランティアパーク
2010

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各
所
9:00～17:00

2月28日 千葉県立中央図
書館

アドベンチャー・ライ
ブラリー

小中学生対象の図書館見学会 10:00～12:00

3月6日～
3月26日

千葉市美術館 第４１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（入場無料）。

千葉市美術館

3月28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
15:00～15:30

（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～ 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～
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月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

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

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
図書館活用ミニ講座

県立中央図書館書庫の見学
県立図書館OPACの検索方法等

9:30～10:30
10:30～11:00

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～　3～5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 絵本の読み聞かせ ２～３歳児
絵本の読み聞かせ。

こども室
11:00～

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

定例おはなし会 絵本の読み聞かせ、おはなし、
本の紹介（4歳～小学生）

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。

－ 11 －



－ 12 － 

加 盟 館 だ よ り 

 

 

東京情報大学情報サービスセンター 

『 土曜日の通常開館について 』 

 

東京情報大学情報サービスセンター図書情報部 

 

一昨年から本学の公開講座開講日に合わせて土曜日開館を実施してきましたが、教員や学生

からの要望と地域の学外利用者の方へ便宜を図るため、今年度から年間を通じて毎月 2～4日程

度の土曜日開館を実施することになりました。 

平日は多忙で時間がとれない方も土曜日はゆったりと読書や調べものが可能です。 

 

【土曜日開館予定日表】 

  2009 年度の開館予定日です。予告なく変更することがありますので図書館ホームページで 

確認が必要です。 

4 月 11・18・25 5 月 9・16・23・30 6 月 13・20・27 

7 月 4・11・25 8 月 1・28・29 9 月 2・3・4・11・12・19 

10 月 3・10・24・25・31 11 月 7・14・21・28 12 月 5・12・19 

1 月 23・30 2 月 13・20 3 月 13・20・27 

 

【開館時間】 10:00 ～ 16:00 

   [ 平 日 ]  9:15 ～ 20:00 （夏休みは 17：15 の閉館あり。春休みは 18：00 閉館） 

 

◆ 利用に際しての詳細は図書館ホームページの【学外者利用案内】を参照してください。 

接続先： http://www.tuis.ac.jp/library/349.html 

 

 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

◇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 

ネットワーク通信 Ｎｏ．３２           事務局：千葉市中央図書館内 

２００９年９月１６日                〒260-0045 千葉市中央区弁天 3－7－7 

発行：千葉市図書館情報ネットワーク協議会     TEL 043-287-3980 FAX 043-287-4074 
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