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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．３７ 

 

平成２４年度総会及び第１回研修会の報告 
 

平成２４年６月７日、千葉県立中央図書館の講堂を会

場として、平成２４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、２０

館（委任状６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、まず千葉県立中央図書館・若菜好洋氏の

事例発表があり、その後千葉県立中央図書館を見学しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会の報告 

 １ 開 会 

 （１）会長挨拶 

２ 議 事 

（１）平成２３年度事業報告について 

 （２）平成２３年度会計決算報告及び監査報告について 

 （３）平成２４年度事業計画（案）について 

 （４）平成２４年度会計予算（案）について 

 （５）ホームページ管理館案について 

 （６）理事の改選について 

     任期満了に伴う理事の改選で事務局案が承認され、その後、臨時理事会を開催し、理事

の互選により会長と副会長を選出し、総会で報告されました。役員は次のとおりです。 

 

≪ 千葉県立中央図書館 ≫ 

日 時  平成２４年６月７日（木） 

午後２時００分～３時００分 総会 

午後３時００分～４時００分 第１回研修会 

会 場  千葉県立中央図書館 講堂 

≪ 齊藤 誠一 会長 ≫ 
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【理事】 

   会 長 齊藤 誠一（千葉経済大学総合図書館） 

   副会長 星野 裕司（千葉市美浜図書館） 

       奥村 小百合（放送大学附属図書館） 

       伊藤 博（千葉県立中央図書館） 

       佐藤 尚武（千葉大学附属図書館） 

       森 生也（植草学園大学図書館） 

       安岡 貴美代（敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター） 

       南波 省吾（増田学園図書館） 

【監査】  荒木 由希子（淑徳大学附属図書館千葉図書館） 

       鈴木 康夫（千葉市生涯学習センター） 

   事務局職員（千葉市中央図書館） 

       中央図書館長：橘 高俊 

       中央図書館管理課長：田中 晋二郎 

       中央図書館情報資料課長：石井 晴樹 

       中央図書館管理課企画運営係長：布川 悟 

       中央図書館管理課主事：細野 稔貴 

（７）その他 

３ 連絡事項 

・加盟館調査について   ・平成２４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 

４ 閉 会 

 

☆千葉市図書館情報ネットワーク協議会加盟館一覧（平成２４年度） 

№ 加 盟 館（室）名 № 加 盟 館（室）名 

１ 放射線医学総合研究所図書室 14 千葉市若葉図書館 

２ 神田外語大学附属図書館 15 千葉市緑図書館 

３ 敬愛大学・千葉敬愛短期大学メディアセンター 16 千葉市美浜図書館 

４ 淑徳大学附属図書館千葉図書館 17 千葉大学附属図書館 

５ 千葉経済大学総合図書館 18 千葉明徳短期大学図書館 

６ 千葉県立中央図書館 19 東京歯科大学図書館 

７ 千葉市議会図書室 20 東京情報大学情報サービスセンター図書情報部

８ 千葉市教育センター図書資料室 21 放送大学附属図書館 

９ 千葉市美術館美術図書室 22 日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館 

10 千葉市中央図書館 23 植草学園大学図書館 

11 千葉市みやこ図書館 24 千葉市生涯学習センター調査・資料室 

12 千葉市花見川図書館 25 千葉県立保健医療大学図書館 

13 千葉市稲毛図書館 26 増田学園図書館 
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研修会の報告 

事例報告 「障害者サービスとネットワーク」 

事 務 局 

 千葉県立中央図書館の講堂を会場に平成２４年度第１回研

修会を開催しました。今回の研修会は「障害者サービスとネ

ットワーク」をテーマに千葉県立中央図書館館内奉仕課主事

の若菜好洋氏に講師をお引き受けいただき、会場には視覚障

害者が実際に使用される読み上げ機器等をご用意いただくな

ど、有意義な研修になりました。 

千葉県立中央図書館では誰でも気軽に図書館を利用してい

ただくため、様々なサービスを実施されています。今回の研

修ではその中でも全国に広がる障害者サービスのネットワー

ク及びＤＡＩＳＹ（デイジー）を中心にご報告いただきまし

た。 

まず、障害者サービスのネットワークについて、県立図書館と他の様々な図書館との連携についてご

説明をいただきました。千葉県立中央図書館では視覚に障害のある方に対し録音図書の貸出、また、自

館での録音図書の製作を行っています。しかし、利用者からの多様なリクエストに対し、県立図書館の

蔵書だけで対応することは限度があるとのことで、県内はもとより全国の公共図書館や点字図書館等と 

ネットワークを組み、利用者の要望に日々応えているとのこ

とです。 

次に、ＮＤＬ－ＯＰＡＣ（国立国会図書館のホームページ、

国立国会図書館の所蔵資料の検索・申込みができるシステム）

における図書の検索方法等について、実演を交えながらご説

明いただきました。ＮＤＬ－ＯＰＡＣから専門的な学術文献

の録音図書を検索し、予約するシステムや、全国の公共図書

館等が製作した点字図書や録音図書を検索する方法など様々

な機能について理解を深めることができました。また、「サピ

エ」についてもご説明いただきました。サピエとは視覚障害

者等に対して、点字、ＤＡＩＳＹデータをはじめ、暮しに密 

着した地域・生活情報など様々な情報を提供するネットワークのことを言います。サピエは日本点字図

書館がシステムを管理し、全国視覚障害者情報提供施設協会が運営しています。国立国会図書館の視覚

障害者向けサービスと合わせて有効に活用していければと思いました。 

次に、ＤＡＩＳＹについてご説明いただきました。ＤＡＩＳＹとは Digital Accessible Information System

の略で、カセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格として、ＤＡＩＳＹコンソーシアムにより

開発と維持が行われている情報システムを表しています。主な記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭによって貸

し出されており、１枚に最大９０時間録音できるとのことです。また、マルチメディアＤＡＩＳＹ資料 

と呼ばれる音声、本文、画像等が同期して表示される

図書もあり、視覚障害者に限らず学習障害など利用範

囲が広がっており、図書館における障害者サービスの

ますますの充実が期待されます。 

今回の研修では、普段触れる機会のないＤＡＩＳＹ

再生機等を参加者全員で実際に操作するなど、貴重な

体験をさせていただきました。また、障害者の方にも

便利に図書館を利用していただくための様々なサービ

スについて改めて学ばせていただき、今後の障害者サ

ービスの発展に目が離せないと感じました。 

終わりに講師を務めていただいた若菜氏に心からお

礼を申し上げます。 

≪ 千葉県立中央図書館 若菜 氏 ≫

≪ 研修会の様子 ≫ 

≪ 官板実測日本地図 ≫ 



－ 4 － 

○千葉県立中央図書館を見学して 

事 務 局 

講演後、千葉県立中央図書館の書庫等を見学させていただきました。

千葉県立中央図書館の書庫には、「千葉県」に関する統計資料や地域資

料など貴重な資料が数多く保存されており、また、普段目にする機会

のない明治期の書物など歴史的価値のある資料についても充実してお

り、実用的に整理、整頓され、県立図書館３館の中心館にふさわしい

大変立派な書庫でした。 

また、千葉県立中央図書館では一般利用者向けに毎月第２金曜日及

び第４日曜日に書庫見学会を実施されているとのことで、県民の皆様

に愛される図書館を目指し、日々努力されている姿勢に深く感銘を受

けました。 

ご多用のところご案内いただいた、千葉県立中央図書館伊藤課長並

びに開館時間中にも関わらず快く迎えてくださいました、職員の皆様

に改めてお礼を申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

図書館の資料とは 

淑徳大学附属図書館千葉図書館 

荒木 由紀子 

 

大学図書館は、学部・学科の教員、学生の教育研究上に必要な資料を収集している。本学では２学期

制のため、４月・１０月の授業開始時に毎年教員が授業科目ごとに指定図書として推薦し講義中に使用

する図書である。 

社会福祉学科・教育福祉学科・実践心理学科がある総合福祉学部とコミュニティ政策学部の２学部で、

教員には研究者の立場での選書で、教育研究上図書館必備の資料の収集をお願いしている。また、図書

館スタッフも一般図書の選書を行なっている。 

図書館での選書ツールは、①日々送付される、出版社の新刊案内、②版元の週刊ウィークリイ、③新

聞社各社の書評など、学部・学科の関係図書を図書館スタッフ全員が選書ツールを回覧し選書をしてい

る。利用者からは書店並に新刊の資料がすでに所蔵されていると好評である。ハンディな文庫・新書の

利用も多く、岩波文庫・講談社学術文庫・新潮文庫・岩波新書・中公新書も継続購入し、本学では文庫・

新書の年間の貸出２０００冊を数える。 

資料の展示を図書館先生方の協力を得て、図書館のカウンター回りのちょっとしたスペース３箇所に

展開している。「〇〇先生のオススメ」「〇〇先生の著作選」等の他に、学生の授業に関連する内容にし

て直近のタイトルは、レポート応援、スタッフいちおし、もうすぐ五輪！イギリス特集、大学生活充実

化、就活応援（このテーマは通年）等ポップ広告のコメントをつけて、興味を抱かせるような展示を心

がけている。今までに７００冊近く特集をした。「こんなこと図書館でやってるんだ」か、手にとって見

るが棚に戻すことが多くちょっと残念。 

また、昨年４月から図書館スタッフ全員でブクログを始めた。ブクログの案内は図書館ホームページ

に掲載されているので、アクセスしてほしい。 

大学の蔵書構成は、学習、研究のための資料と、その関連資料である。教員からは、歴史的な資料や

時事的な資料までを網羅的に収集してあるので安心して研究できる、との声を耳にすることがあるが、

学生が求める資料とでは違いがあるようである。 

≪ 書庫の内部 ≫ 

加 盟 館 紹 介 



各 館 の 行 事 予 定(2012年9月～2013年3月末)

月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

9月～随時 千葉県立保健医療大
学図書館

学術情報リテラシー
（学生向け）

千葉県立保健医療大学図書館

9月15日 千葉市稲毛図書館 青少年の日記念親子お
たのしみ会

3～6歳児、小学生及び保護者を対象とした工作
遊び。

10:00～ 3～6歳児・保護者
11:00～ 小学生・保護者

9月17日 千葉市中央図書館 青少年の日フェスタお
はなし会

大型絵本の読み聞かせ、昔話などの実施（小学
生とその保護者）

おはなしのへや
10:00～10:30  3・4歳児
11:00～11:30　小学生

9月8日～10
月21日

千葉市美術館 ブラティスラヴァ世界
絵本原画展広がる絵本
のかたち
◆特別展示：日本のし
かけ絵本

「ブラティスラヴァ世界絵本原画展」の受賞作
品、出品作品を展示。特別展示として日本のし
かけ絵本の魅力を紹介。

千葉市美術館
日曜日～木曜日10時－18時
金曜日・土曜日10時－20時
休館日　10月1日

9月25日 千葉県立中央図書館 親子で楽しむえほんの
会

おはなしやわらべうた、絵本の読み聞かせなど
（対象：3,4歳の子どもと保護者）

児童資料室
15:30～

9月26日 千葉県立中央図書館 障害者サービス入門講
座

図書館で対面朗読を始めるための基礎研修（対
象：図書館員）

講堂
13:30～

9月26日 千葉市稲毛図書館 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。

10:30～　2歳児及び保護者

10月中 千葉経済大学
総合図書館

第２回図書館講演会 本学の建学の精神である「片手に論語、片手に
算盤」にちなんで論語と図書館についての講演
会を開催予定

本学
13:00～14:30予定

10月～12月 敬愛大学・千葉敬愛
短期大学メディアセ
ンター

生涯学習講座
ＩＴ関係

パソコン入門
パソコンクラブ
Excel、Word、access
ＩＴパスポート

詳細はお問い合わせください。

10月以降 千葉市花見川図書館 図書館資料検索ミニ講
座

利用者に館内検索機の操作方法を教示し、図書
館資料の探し方を習得してもらう。（数回実
施）

事務室
10:00～

10月2日 千葉県立中央図書館 音訳者養成講座 聞きやすい読みと発音（対象：当館音訳者、図
書館員）

講堂
13:30～

10月3日 千葉市若葉図書館 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。

10:00～11:00

10月3日 千葉市若葉図書館西
都賀分館

秋の親子おはなし会 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歳から小学校低学年と
その保護者

10月4日 千葉市稲毛図書館 わらべうたと絵本講座 3歳児と保護者を対象とした、わらべ歌、絵本
の読み聞かせ。

14:00～ 3歳児・保護者

10月4日 千葉市美浜図書館 親子で楽しむ絵本講座 3歳児程度の親子を対象に、わらべうたの実践
や絵本の楽しみ方、選び方を行う。

高洲・子育てリラックス館
10:30～11:30

10月4日～8
日

放送大学附属図書館 放送大学附属図書館所
蔵コレクション展

ちりめん本と幕末明治の古写真やランタンスラ
イド、立体写真などを展示

甑葉プラザ（ShoyoPlaza)（山形
県村山市）

10月5日 千葉市みやこ図書館 親子で楽しむわらべう
たと絵本講座

2・3歳児とその保護者を対象に、わらべ唄や手
遊びを交えながら、親子一緒に絵本の楽しさや
選び方を学ぶ。

集会室
10:00～12:00

10月11日 千葉市稲毛図書館 わらべうたと絵本講座 3歳児と保護者を対象とした、わらべ歌、絵本
の読み聞かせ。

14:00～　3歳児・保護者

10月11日 千葉市美浜図書館 親子で楽しむ絵本講座 3歳児程度の親子を対象に、わらべうたの実践
や絵本の楽しみ方、選び方を行う。

高洲・子育てリラックス館
10:30～11:30

10月12日 千葉市みやこ図書館 親子で楽しむわらべう
たと絵本講座

2・3歳児とその保護者を対象に、わらべ唄や手
遊びを交えながら、親子一緒に絵本の楽しさや
選び方を学ぶ。

集会室
10:00～12:00

10月13日 千葉市稲毛図書館 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～

10月13日 千葉市美浜図書館打
瀬分館

子ども読書まつり大人
のためのおはなし会

大人を対象に昔話の語りを楽しむ 打瀬公民館
14:00～
15:00～

10月16日 千葉県立中央図書館 音訳者養成講座 聞きやすい読みと発音（対象：当館音訳者、図
書館員）

講堂
13:30～

10月16日～
18日

放送大学 アジア公開大学連合
（AAOU）第26回年次大
会

アジア各国の遠隔教育機関の交流を推進するた
め毎年開催。今年度のテーマは「変化する現代
社会における公開・遠隔学習～知のフロンティ
アの拡大をめざして」

幕張メッセ国際会議場（千葉県千
葉市）

10月20日 千葉市中央図書館 子ども読書まつり 乳幼児からお年寄りまでを対象に、わらべう
た・年齢別おはなし会や本に関するクイズ等の
実施

中央図書館
生涯学習センター
10:00～16:00

10月20日 千葉市中央図書館 子ども（高校生）が語
るおはなし会

高校生のボランティアによる読み聞かせの実施 15:00～15:30 3歳～小学生とその
保護者

10月24日 千葉市緑図書館あす
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 3歳児以上と保護者

10月27日 千葉市みやこ図書館 子ども読書まつり 親子で楽しむおはなし会
わらべと遊ぼう
素話の世界を楽しもう
みやこ寄席

集会室
10:00～12:00

10月27日 千葉市花見川図書館 子ども読書まつり 図書館に親しむ機会として、おはなし会、紙芝
居、科学遊び、雑誌リサイクル等を行う。ボラ
ンティアの参加も予定。

9:30～16:00
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わらべ歌、絵本の読み聞かせ 10:00～ 0・1歳児・保護者
11:00～ 2・3歳児・保護者

絵本、本の読み聞かせ 14:00～ 3～6歳児・保護者
15:00～ 小学生

リサイクル雑誌の配布　他 10:00～ 児童～一般
10月27日 千葉市若葉図書館 子ども読書まつり わらべうたであそぼう

高校生が語るおはなし会
親子で楽しむおはなし会
消防車見学と消防服の試着
雑誌・図書リサイクル
つくって遊ぼう！
青空読書コーナー
スタンプラリー

10:00～16:00 乳児～一般

10月27日 千葉市緑図書館 子ども読書まつり 親子で楽しむ科学教室
乳幼児のわらべうたであそぼう
大型絵本の読み聞かせ
雑誌リサイクルなどの実施

緑図書館

10月28日 千葉市花見川団地分
館

子ども読書まつり 図書館に親しむ機会として、わらべうたやおは
なし、本に親しむ催しを行う。ボランティアの
参加も予定。

多目的室
10:30～16:00

10月30日～
12月16日

千葉市美術館 須田悦弘展 本物と見紛う花や草の彩色木彫でインスタレー
ションを生み出す現代作家、須田悦弘の個展。

千葉市美術館
日曜日～木曜日10時－18時
金曜日・土曜日10時－20時
休館日　12月3日

11月上旬 千葉市稲毛図書館 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月中旬 増田学園図書館 学園祭 園児・高校生・専門学校生対象の学園祭 専門学校・高等学校校舎
11月下旬 千葉市若葉図書館 図書館市民講座 異常気象について

ウェザーニューズ社による講座
10:00～12:00 一般

11月以降 千葉市花見川図書館
花見川団地分館

図書館市民講座 暮しの安心・安全をテーマにした講座（予定） 多目的室
13:30～

11月１日～
14日

千葉市美浜図書館 図書館クイズ 小学生を対象に図書館の本を使ってクイズを解
く。

美浜図書館

11月2日 千葉市花見川図書館 わらべうたと絵本講座 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
11:00～

11月3日 千葉経済大学
総合図書館

学生ブックツアー 学生選書委員が書店を訪問し自分たちが読みた
い本、興味のある本を選び購入、図書館に配架
する

三省堂千葉そごう店
10:00～12:00

11月8日 千葉市緑図書館
（鎌取コミュニティー
センター共催）

図書館市民講座 地域や暮らし、社会生活や仕事上の課題をテー
マにした講座
｢まず､捨てることから始めよう!収納の工夫｣

鎌取コミュニティセンター
10:00～12:00

11月9日 千葉市花見川図書館 わらべうたと絵本講座 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
11:00～

11月10日 千葉市みやこ図書館 特別市民講座 地域や暮らしに関する課題をテーマに、読書領
域の拡大を図る｡首都直下型地震(72時間生き残
るために)をテーマに専門家の話を聞く｡

集会室
10:00～11:30

11月10日 千葉市美浜図書館 子ども読書まつり親子
おはなし会

3歳児以上の親子を対象に、絵本の読み聞かせ
や手遊び等を行う。

高洲・子育てリラックス館
10:30～11:00 3歳以上
11:30～12:00 5歳～小学生

11月10日 千葉市美浜図書館 雑誌リサイクル 保存期間を過ぎた雑誌を利用者に配布する。 美浜図書館
10:00～16:00

11月14日 千葉市緑図書館 親子で楽しむ絵本講座 3歳児とその保護者を対象に、わらべうたや手
遊びを交えながら親子一緒に絵本の楽しさや選
び方を学ぶ。

緑図書館

11月17日 千葉市みやこ図書館 図書館市民講座 地域や暮らしに関する課題をテーマに、読書領
域の拡大を図る。地域の防犯力を高めるための
取組について、専門職の話を伺う。

集会室
10:00～11:30

11月20日 千葉県立中央図書館 障害者のためのサピエ
図書館活用講座

（対象：障害者と保護者、図書館員） 講堂
13:30～

11月21日 千葉市稲毛図書館 はじめてのおはなし会 2歳児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～　2歳児及び保護者

11月21日 千葉市緑図書館 親子で楽しむ絵本講座 3歳児とその保護者を対象に、わらべうたや手
遊びを交えながら親子一緒に絵本の楽しさや選
び方を学ぶ。

緑図書館

11月27日 千葉県立中央図書館 親子で楽しむえほんの
会

おはなしやわらべうた、絵本の読み聞かせなど
（対象：3,4歳の子どもと保護者）

児童資料室
15:30～

11月23日～
12月6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）

ボランティアフェア 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パネル展示発表を展開

千葉市生涯学習センター１階　ア
トリウムガーデン

11月28日～
12月1日

放送大学附属図書館 放送大学附属図書館所
蔵コレクション展

ちりめん本と幕末明治の古写真やランタンスラ
イド、立体写真などを展示

鳥銀文化会館（鳥取県鳥取市）

12月 千葉県立保健医療大
学図書館

図書館だより「ぽ～れ
ぽ～れ」の発行

千葉県立保健医療大学図書館

12月1日 千葉市花見川図書館 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
座。テーマ「信仰と生活―出羽三山信仰を中心
に」

多目的室
13:30～

12月2日 千葉県立中央図書館 冬のおはなし会 おはなしや絵本の読み聞かせなど（対象：5歳
以上の子どもとその保護者とおはなしに興味の
ある大人）

講堂
ちいさいひとの会　14:00～
おおきいひとの会　15:00～

12月4日 千葉県立中央図書館 障害者のための電子書
籍活用講座

障害者が使いやすい電子書籍の紹介（対象：障
害者と保護者、図書館員）

講堂
13:30～

10月27日 千葉市稲毛図書館 子ども読書まつり
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12月8日 千葉市中央図書館 図書館市民講座 地域や暮らし、社会生活や仕事上の課題をテー
マにし、資料展示と合わせて行う講座。
24年度は「暮しに役立つ＋１（仮称）」をテー
マに講座を行う。

千葉市民

12月8日～9
日

千葉市生涯学習セン
ター

まなびフェスタ2012 地域で活動しているグループ、個人の企画（体
験教室や展示、講座等）やステージ発表

千葉市生涯学習センター　各所
9:30～17:00

12月12日 千葉市緑図書館あす
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 3歳児以上と保護者

12月15日 千葉市中央図書館 冬の親子おはなし会 親子を対象に、絵本の読み聞かせや、パネルシ
アター等の実施（3,4歳児、5歳児～小学生とそ
の保護者）

おはなしのへや
11:00～11:30  3・4歳児とその保
護者
15:00～15:30　5歳～小学生とそ
の保護者

12月15日 千葉市みやこ図書館 冬のおはなし会 幼児、小学生を対象に、大型絵本の読み聞かせ
などを行う。

集会室
10:00～11:30

12月15日 千葉市若葉図書館西
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歳とその保護者
15:45～ 5歳～小学校低学年とそ
の保護者

12月15日 千葉市美浜図書館 冬の親子おはなし会 3歳児以上の親子を対象に、絵本の読み聞かせ
や手遊び等を行う。

高洲・子育てリラックス館
10:30～11:00 3歳以上
11:30～12:00 5歳～小学生

12月19日 千葉市みやこ図書館
白旗分館

冬の親子おはなし会 大型絵本などを使って実施する。 15:30～16:00

12月21日 千葉市花見川図書館 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
会いを深めてもらう。（幼児～小学生）

多目的室
11:00～ 1～3歳
16:00～ 4歳～小学生

12月21日 千葉市稲毛図書館 冬の親子おはなし会 幼児、児童及び保護者を対象とした、絵本、本
の読み聞かせ等

15:15～ 3～6歳児・保護者
16:00～ 小学生・保護者

12月21日 千葉市若葉図書館 冬の親子おはなし会 絵本の読み聞かせ等 14:00～ 3・4歳とその保護者
15:00～ 5歳以上とその保護者

12月21日 千葉市緑図書館 冬の親子おはなし会 親子で楽しめる「絵本の読み聞かせ」など 11:00 ～2・3歳児と保護者
15:30～ 4歳～
16:00～ 小学生～

12月22日 千葉市若葉図書館泉
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歳以上とその保護
者

12月22日 千葉市緑図書館土気
図書室

冬の親子おはなし会 親子で楽しめる「絵本の読み聞かせ」など 土気公民館
14:00～14:30 3歳児以上と保護者

12月25日 千葉市花見川図書館 冬の子ども映画会 子ども対象の映画を上映し、図書館に親しむ
きっかけづくりをする。

多目的室
10:00～

12月26日 千葉市花見川図書館
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
会いを深めてもらう。（幼児～小学生）

多目的室
15:30～

12月27日 千葉市美浜図書館打
瀬分館

冬のおはなし会 3歳児以上の親子を対象に、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
15:30～16:00 3歳以上
16:00～16:30 5歳～小学生

1月以降 千葉市花見川図書館 図書館市民講座 千葉市の気象と減災プロジェクトについて（予
定）

多目的室
10:00～

1月4日～2月
11日

千葉市美術館 江戸から昭和のきもの
kimono Beauty

江戸時代中期から昭和初期のきものに、髪飾り
などの装身具や当時の女性風俗を描いた絵画作
品も合わせて展示。

千葉市美術館
日曜日～木曜日10時－18時
金曜日・土曜日10時－20時
休館日　1月21日、2月4日

1月5日 千葉市中央図書館 子どもかるたあそび 絵本や千葉市の郷土などのかるたあそびの実施
（5歳以上）

14:30～15:30　5歳～小学生

1月12日 千葉市みやこ図書館 かるたあそび 小学生を対象に、かるた遊びを行う。 集会室
15:30～16:00

1月12日 千葉市みやこ図書館
白旗分館

かるたあそび 小学生を対象に、かるた遊びを行う。 15:30～16:00

1月12日 千葉市花見川図書館 かるた遊び 図書館でおなじみの絵本で、かるたとりやぼう
ずめくりを楽しむ。（小学生）

多目的室
10:00～

1月12日 千葉市稲毛図書館 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～

1月23日 千葉市花見川図書館
花見川団地分館

昔話おはなし会 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23日 千葉市美浜図書館 図書館市民講座 地域や暮らし、社会生活や仕事上の課題をテー
マにし、読書領域の拡大を図る。

打瀬公民館
10:00～

1月24日 千葉市美浜図書館 わらべうたと絵本の会 2・3歳児の親子を対象に、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
10:30～11:00

1月29日 千葉県立中央図書館 親子で楽しむえほんの
会

おはなしやわらべうた、絵本の読み聞かせなど
（対象：３、４歳の子どもと保護者）

児童資料室
15:30～

2月上旬 千葉市稲毛図書館 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

3月2日～3月
23日

千葉市美術館 第44回　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
および公募入選作品約1000点を展示

千葉市美術館
日曜日～木曜日10時－18時
金曜日・土曜日10時－20時
休館日　3月4日

3月6日 千葉市稲毛図書館 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。

10:30～　2歳児及び保護者

3月24日 千葉市中央図書館 子ども（高校生）が語
るおはなし会

高校生のボランティアによる読み聞かせの実施 15:00～15:30　3歳～小学生とそ
の保護者

3月28日 千葉県立中央図書館 親子で楽しむえほんの
会

おはなしやわらべうた、絵本の読み聞かせなど
（対象：３、４歳の子どもと保護者)

児童資料室
15:30～
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月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

3月31日 千葉市中央図書館 子ども（高校生）が語
るおはなし会

高校生のボランティアによる読み聞かせの実施 15:00～15:30　3歳～小学生とそ
の保護者

（通 年）
月　日 主 催 館 行 事 名 概　　要 場所・時間等

不定期 千葉市生涯学習セン
ター　調査・資料室

蔵書展示 テーマを決めて展示（隔月で入れ替え） 千葉市生涯学習センター　調査・
資料室
9:00～17:00

随時 千葉市中央図書館 地域おはなしボラン
ティア活動

地域おはなしボランティア養成講座の修了生
が、学校や４か月検診などの対外的なおはなし
会を実施

随時、全年齢

9～12月 千葉市中央図書館 地域おはなしボラン
ティアスキルアップ研
修

地域おはなしボランティアの資質向上を図る。
読み聞かせ、素話の実習および、わらべうたの
実践

不定

1月～2月 千葉市中央図書館 子ども読書講座 子どもが読書に親しみや喜びを経験するために
は保護者などへの働きかけが大切なことから、
対象やテーマに沿った講座の実施

未定

毎週金曜日
（第３金曜
日を除く）

千葉県立中央図書館 図書館活用講座 県立図書館の利用案内やOPACの使い方 中央カウンター前
10:30～

毎週土曜日 千葉県立中央図書館 定例おはなし会 おはなしや絵本の読み聞かせなど（対象：5歳
以上の子ども）

児童資料室
13:30～

毎週土曜日 千葉市中央図書館 おはなし会 幼児・小学生を対象に、本の読み聞かせ・手遊
び等（3・4歳児、5・6歳児、小学生）

おはなしのへや
11:00～11:30  3・4歳児
14:30～15:00  5・6歳児
15:00～16:00  小学生

毎週火曜日 千葉市みやこ図書館 おはなし会 幼児・小学生を対象に、本の読み聞かせや素
話・手遊びなどを実施。

こどものへや
15:30～16:00

毎週水曜日 千葉市みやこ図書館
白旗分館

おはなし会 幼児・小学生を対象に、本の読み聞かせや素
話・手遊びなどを実施する。

15:30～16:00

毎月
第2・第4金
曜日

千葉県立中央図書館 書庫見学会 普段、利用者が入れない書庫を１時間案内しな
がら、資料紹介を行う。

中央カウンター前
9:30～

毎月
第2金曜日

千葉市中央図書館 わらべうたと絵本の会 わらべうたと手遊び、顔遊び、絵本の読み聞か
せなどの実施（1・2歳児とその保護者）

生涯学習センター大研修室
10:00～10:30　1歳児とその保護者
11:00～11:30　2歳児とその保護者

毎月
第3金曜日

千葉市花見川図書館 わらべうたと絵本の会 １～３歳児。
絵本の読み聞かせとわらべうた

多目的室
11:00～

毎週金曜日 千葉市花見川図書館 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～

毎月
第4水曜日

千葉市花見川図書館
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～

毎週金曜日 千葉市稲毛図書館 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 千葉市若葉図書館 おはなし会
（職員）

絵本の読み聞かせ 15:30～ 3歳～小学校低学年

毎月
第2水曜日

千葉市若葉図書館 わらべうたの会
（職員）

わらべうたの実践と絵本の読み聞かせ 10:00～ 1・2歳児とその保護者

毎月
第2・第4水
曜日

千葉市若葉図書館西
都賀分館

おはなし会 絵本の読み聞かせ等 15:00～ 3歳～小学校低学年

毎月
第2土曜日

千葉市若葉図書館泉
分館

おはなし会 絵本の読み聞かせ 11:00～ 3歳～小学校低学年

毎月２回
第1水曜日
第4木曜日

千葉市若葉図書館泉
分館

大人向けおはなし会
（高齢者福祉施設との
連携）

絵本や紙芝居の読み聞かせ等 10:00～10:30

毎週土曜日 千葉市若葉図書館 おはなし会
（ボランティア）

絵本の読み聞かせ 14:00～ 3歳～小学校低学年

毎週金曜日 千葉市緑図書館 えほんのじかん 対象：2・3歳児と保護者 11:00～
おはなし会 対象：４歳児～

対象：小学生～
15:30～　4歳児～
16:00～　小学生～

毎月
第2水曜日

千葉市緑図書館あす
みが丘分館

おはなし会 対象：3歳児～ 15:45～

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

 ネットワーク通信　Ｎｏ．３７

　　　　　　 〒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

 ２０１２年 ９月 １日

　　　　　　　　　　　http://www.ccal.jp

　　　※　日程等が変更になる場合があります。お問い合わせは、各主催館へ。

　お知らせ

　　　　　　 事務局：千葉市中央図書館内

◇ 千葉市図書館情報ネットワーク協議会のホームページのＵＲＬが平成２４年４月１日から変わりました。
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