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通じて、情報提供能力を強固

学習の発展に寄与することを

このNetwork通信は、加盟

らせすることを目的とし、平

おかげさまで、今回節目と

 

 

平成 25 年度
 

平成 25 年 6 月 25 日、放送大

室において、平成 25 年度総会お

催しました。ネットワーク協議

館（委任状 4 館）29 名の参加

事は全て承認されました。 

研修会では、神田外語大学附

より事例報告があり、その後、

の見学を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会の報告 
１ 開 会 

(1) 会長挨拶 

２ 議 事 

(1) 平成 25 年度役員について

 人事異動等に伴う役員の交

25 年 5 月 14 日開催）におけ

認されました。 

 また、監査については前年

いて同様に報告があり、承認

 平成 25 年度役員は、次の

日 時  

会 場  
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トワーク協議会 

ork 通信

ワーク協議会は、千葉市内の館種を越えた図書

固にし、図書館サービスの向上を図ると共に、

を目的として、平成 6年 1月に設立されました。

盟館の情報交流並びに協議会の活動状況を加盟

平成 10年 10月より発行しております。 

なる第 40号を発行することとなりました。 

度総会及び第 1 回研修会

大学附属図書館・大会議

および第 1 回研修会を開

議会加盟館 26 館中、22

を得て、総会における議

附属図書館・吉野知義氏

、放送大学附属図書館内

 

交代について、理事会（平成

ける人事案の報告があり、承

年度に引き続いての就任につ

認されました。 

のとおりです。 

≪ 放送大

平成 25 年 6 月 25 日（火曜日） 

午後 2 時 00 分～3 時 00 分 総会 

午後 3 時 00 分～4 時 15 分 第 1 回研

放送大学附属図書館 大会議室 

≪ 会 長

   

No.40 

館ネットワークを

学術研究及び生涯

。 

盟館利用者等にお知

会の報告 

学附属図書館 ≫ 

研修会 

長 齊藤 誠一 氏 ≫ 
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【理事】 

会  長 齊藤 誠一 氏 （千葉経済大学総合図書館） 

副会長 古館 生雄 氏 （千葉市緑図書館） 

角田 晴夫 氏 （敬愛大学･千葉敬愛短期大学メディアセンター） 

鎌形 佐知夫 氏（千葉県立中央図書館） 

杉田 茂樹 氏 （千葉大学附属図書館） 

奥村 小百合 氏（放送大学附属図書館） 

森  生也 氏 （植草学園大学図書館） 

南波 省吾 氏 （増田学園図書館） 

【監査】 荒木 由紀子 氏（淑徳大学附属図書館千葉図書館） 

鈴木 康夫 氏 （千葉市生涯学習センター） 

(2) 平成 24 年度事業報告について 

事務局から平成 24 年度に実施した研修会等の事業報告がありました。 

(3) 平成 24 年度会計決算報告及び監査報告について 

事務局からの会計決算報告後、監査の荒木由紀子氏から会計監査報告がありました。 

(4) 平成 25 年度事業計画について 

  加盟館紹介展や研修会、講演会の開催などの実施について、承認されました。 

(5) 平成 25 年度会計予算について 

  事務局案により承認されました。 

３ 連絡事項 

 事務局より、下記項目について連絡事項がありました。 

・加盟館調査について   ・平成 25 年度会費の納入について 

・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 25 年度） 

放射線医学総合研究所図書室 千葉市若葉図書館 

神田外語大学附属図書館 千葉市緑図書館 

敬愛大学･千葉敬愛短期大学メディアセンター 千葉市美浜図書館 

淑徳大学附属図書館千葉図書館 千葉大学附属図書館 

千葉経済大学総合図書館 千葉明徳短期大学図書館 

千葉県立中央図書館 東京歯科大学図書館 

千葉市議会図書室 東京情報大学情報サービスセンター図書情報部 

千葉市教育センター図書資料室 放送大学附属図書館 

千葉市美術館美術図書室 日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館 

千葉市中央図書館 植草学園大学図書館 

千葉市みやこ図書館 千葉市生涯学習センター調査･資料室 

千葉市花見川図書館 千葉県立保健医療大学図書館 

千葉市稲毛図書館 増田学園図書館 
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研修会の報告 

○事例報告  神田外語大学附属図書館・吉野知義氏 

「図書館と SNS －Twitter 開始から 1 年の報告－」 

 

日本貿易振興機構アジア経済研究所図書館 岸真由美・坂井華奈子 

 

放送大学附属図書館大会議室を会場として開催された平成

25年度第 1回研修会では、「図書館と SNS―Twitter開始か

ら 1年の報告―」と題して、神田外語大学附属図書館の吉野

氏による講演が行われました。 

Twitterは「ツイート」（つぶやき）と呼ばれる 140文字の

短い文章を投稿する情報サービスで、ユーザ同士がツイート

を読んだり返信したりすることができます。また、ツイート

を読みたいユーザを予め「フォロー」（登録）しておくことで、

そのユーザのツイートを自分のページに表示することもでき

ます。 

神田外語大学附属図書館は約 18万冊の蔵書を有し、大学在

籍者数約 3,800名に図書館サービスを提供しています。図書 

館の利用者のうち学生は 9割を占めています。2012年 7月 4日、学生に対する情報発信を目的として、

同図書館は Twitterの利用を開始しました。この背景には、学生の既存の図書館ウェブページへのアク

セス件数が少ないという事情があり、より多くの学生にアプローチできる方法の一つとして Twitterを

採用したということです。 

開始当初は、図書館の利用状況や企画展示の PR、本にまつわる逸話などをツイートしていましたが、

ある利用者が同図書館についてツイートしているのを発見して返信したことをきっかけに、利用者であ

る学生と Twitterを通して積極的にコミュニケーションするようになり、時に読書レビューコンテスト

の応募方法のひとつに Twitterのダイレクトメール機能を利用したり、利用者が必要とする資料の情報

をリプライ（返信）したりと、利用者との交流内容の幅が広がっていきました。そして、開始からちょ

うど 11か月の 2013年 6月 3日、同図書館をフォローするユーザ（フォロワー）が 1,000人に達しまし

た。在籍者数と学生の割合から見れば、実に 3分の 1の学生がフォロワーになっていることになります。

他の大学図書館でも Twitterを利用している例はありますが、神田外語大学附属図書館の場合は、在籍

者数に比してフォロワー数が圧倒的に多いことが特徴です。フォロワー数の推移をみると図書館ガイダ

ンス後、ポスターによる広報などの影響で増加が見られ、ウェブだけでなく時にはアナログな広報活動

も必要であるというのも印象的でした。 

Twitter の運用に当たって同図書館では、誹謗中傷しない、個人情報に触れないなどの基本的なルー

ル以外に、利用者である学生を先に Twitterで見つけても、ネット上で学生が展開している私的な活動

を尊重して図書館の方から先にフォローはしないこと、そして、情報発信よりも情報交流を大切にする

ことを運用ポリシーとしています。 

こうした Twitterによる情報交流の結果､最近は､学生だけでなく学内の他の部署からも図書館の活動

に関心を持ってもらえるようになってきたとのことです。今後は、利用者である学生が図書館に親しみ

をもってくれるよう展開したり、学生同士の活動を醸成したり、さらには就職活動で学生が利用するこ

とが多く、実名でコミュニティに近寄りやすい Facebookの利用も開始したりしたいということでした。 

サービス業では、現場の従業員が顧客と接する最初の 15 秒（真実の瞬間）でその組織全体の印象が

左右されると言われます。これは 1980 年代頃に始まった考えですが、様々なコミュニケーション手段

が発達した今日の社会では Twitterをはじめとする SNS (Social Networking Service) でのやりとりも

こういったチャネルの一つになり得るでしょう。逆に、オンラインで各種図書館サービスが利用できる

ことによって直接利用者に接する機会が以前より減少しているとも考えられます。神田外語大学附属図

書館の 1年間のお話から、SNSでのコミュニケーションを通じてリピーターやファンになってくれる利

用者を増やすきっかけとして、図書館での Twitter活用の可能性を感じました。 

 

神田外語大学図書館 Twitter ホームページ: 

https://twitter.com/KUIS_Lib 
  

(研修会資料より)≪twitter 開始!!≫ 

~下記URLより､現在の充実ぶりもご覧ください 



○放送大学附属図書館の見

 

研修会の後、放送大学附属図書館

した。 

最初に、今年（平成 25年）2月

書室を見学しました。 

土足厳禁の室内に入ると、貴重な

間温度と湿度が一定に保たれた空気

す。保管室といっても、特に重点

｢ちりめん本｣がガラスケース内に展

代の地図や写真など他では見るこ

展示してあります。 

普段は公開していないとのことで

く、気持ち良く見せていただくこ

れており、大変貴重な経験となりま

今回は、書架の床固定や壁固定、

の転倒対策の他、資料の飛び出し

すると安全バーがせり上がる装置の

を受けて数々の取組をされている

紙の塊である本が、震災時の飛び

資料についても何らかの対策が求

ご多用のところ、丁寧にご案内

中にも関わらず、快く迎えてくだ

てお礼を申し上げます。 

 

各館の行事予定（2013 年

月 日 主催館 行

9月5日,11月 

6日,3月6日 
千葉市稲毛図書館 はじめての

9月11,27日 千葉県立中央図書館 
障害者のた

機器活用講

9月13日 千葉県立中央図書館 親子で楽し

9月21日 千葉市中央図書館 
青少年の日

おはなし会

9月21日 千葉市稲毛図書館 
青少年の日

おはなし会

9月28日 千葉市緑図書館 わらべうたと

≪展示コーナー≫ 
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見学 

事 務

館内を見学させていただきま

に新たに整備された、貴重図

な資料を保管するため 24 時

気が心地よく出迎えてくれま

を置いて収集しているという

展示されているほか、江戸時

とが出来ない資料が見やすく

ですが、単に保管だけではな

とのできる施設として工夫さ

ました。 

続いて見学した一般利用スペース

も、｢ちりめん本｣を中心に所蔵資料の

特に｢ちりめん本｣は、明治期に外国

いたこともあり、印刷や装丁などにも

れ、見ていても楽しく、また、今回は

ていただき、ちりめんの滑らかな紙質

読むだけではない本の楽しみを感じる

また、以前の Network通信（34 号

とおり、東日本大震災により、書架の

設の損壊など、大きな被害があったこ

策が施された書架等についてもご紹介

、上部ツナギ材などによる書架同士の連結とい

（落下）を防止するため、書架の上部の棚に震

の設置や、下部の棚の底面に滑り止めシートの

ことが分かりました。 

び出しにより利用者に降りかかることを想定す

められることを強く感じさせられました。 

くださった放送大学附属図書館の図書情報課の

さった放送大学附属図書館の職員の皆様に、こ

9 月～2014 年 3 月末） 

行事名 概要 

のおはなし会 
わらべうた・絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 2歳児とその保護者） 

ための読書支援

講座 

① 活字読み上げ機器、デジタル録音図書の再生機器

の活用 ② 拡大読書器の活用 

（対象 : 障害者と保護者他） 

しむえほんの会
お話やわらべ歌、絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 3，4歳の子どもと保護者） 

日フェスタ 

会 
大型絵本の読み聞かせ、昔話などの実施。 

日記念 

会 

絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 3～6歳児、小学生、保護者） 

と絵本講座 

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。 

（対象 : 2・3歳児とその保護者） 

≪貴

務 局（千葉市中央図書館） 

にある展示コーナーに

の展示がありました。 

国人のお土産等になって

も日本文化の贅がこらさ

は特別に複製本を触らせ

質も感じることができ、

ることができました。 

号）にも掲載されました

の転倒や資料の散乱、施

ことから、新たに地震対

介いただきました。 

いった、従来からの書架

震度 4以上の地震を感知

の貼付を行うなど、震災

すると、書架だけでなく

の方々、並びに開館時間

この場をお借りして改め

場所・時間等 

10:30～ 

器
講堂 

13:30～ 

児童資料室 

15:00～  15:45～ 

おはなしのへや 

11:00～11:30 3・4 歳児 

15:00～15:30 5 歳児～小学生 

10:00～ 3～6歳児・保護者 

11:00～ 小学生・保護者 

楽

10:00～11:00 

貴重図書室≫ 
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月 日 主催館 行事名 概要 場所・時間等 

10月1日 

～11月17日 
千葉市美術館 ジョルジュ•ルオー展 

フランスの画家ジョルジュ•ルオー（1871-1958）の作品

は、早くから日本でも紹介され、人々に愛され受け入れ

られてきた。本展覧会では、国内に複数存在する優れ

たコレクションによりその画業を紹介する。 

日－木曜日 10:00～18:00 

金 ･土曜日 10:00～20:00 

休館日 10月7日,11月5日 

10月2,3日 千葉市稲毛図書館 わらべうたと絵本講座 
わらべうた、絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 3歳児とその保護者） 
14:00～ 

10月2日 千葉市若葉図書館 親子で楽しむ絵本講座 
わらべ歌や手遊びを行う。 

（対象 : 3歳児とその保護者） 
10:00～11:00 

10月 

5,6,12,13,26日 
敬愛大学 ライセンスプログラム 

MOS Word 2010 

Expert 
10:00～16:15 

10月5日, 

1月11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。 10:00～ 

10月5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10日 千葉市美浜図書館 わらべうたと絵本の会 
わらべうたの実践や絵本の楽しみ方・遊び方を学ぶ。 

（対象 : 2，3歳児とその保護者） 

高洲・子育てリラックス館 

10:30～11:00 

10月11日 
千葉市美浜図書館 

打瀬分館 

子ども読書祭り 

おはなしを楽しもう 

昔話の語りを楽しむ。 

（対象 : 小学生） 

打瀬公民館 

14:00～  14:30～ 

10月 

12,13,26日 
敬愛大学 生涯学習 

Word2010講座基礎 

Excel2010講座基礎 
10:00～16:00 

10月12日 千葉市みやこ図書館 子ども読書まつり 

① 親子で楽しむおはなし会 

② わらべと遊ぼう 

③ 素話の世界を楽しもう 

集会室 

9:30～12:00 

10月12日 
千葉市花見川図書館 

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、おはなし会、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 

10:00～15:00 

10月12日 
千葉市美浜図書館 

打瀬分館 

子ども読書祭り 

わらべうたを楽しもう 

わらべうたを楽しむ。 

（対象 : 0～3歳児程度の親子） 

打瀬公民館 

10:00～  10:30～  11:00～ 

10月12日 
千葉市美浜図書館 

打瀬分館 

大人のための 

おはなし会 

昔話の語りを楽しむ。 

（対象 : 大人） 

打瀬公民館 

14:00～  15:00～ 

10月13日 
千葉県立 

保健医療大学図書館 

図書館だより「ぽーれ 

ぽーれ」No64発行 
本学学園祭に合わせて発行。  

10月17～20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。 
弘前市立観光館（青森県弘前市） 

10月19日 千葉市中央図書館 子ども読書まつり 
本と親しみ、読書への関心を高めるようなイベントの実

施。 

中央図書館･ 生涯学習セン タ ー

10:00～16:00 

10月23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。 

① 1～3歳児とその保護者 

② 4歳児～小学生とその保護者 

あすみが丘プラザ 

① 11:00～11:30 

② 15:45～16:15 

10月26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 

10月26日 千葉市稲毛図書館 子ども読書まつり 

わらべ歌、絵本の読み聞かせ 

絵本、本の読み聞かせ 

本のあいまのコンサート  つくってあそぼう 

図書館クイズ  リサイクル雑誌の配布 

10:00～ 1歳児・保護者 

11:00～ 2歳児・保護者 

14:00～ 3～6歳児 

15:00～ 小学生 

10:00～ 小学生以下 

10月26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 

雑誌リサイクル  つくって遊ぼう！算数工作 

青空紙芝居  スタンプラリー 

10:00～16:00 

乳児～一般 

10月26日 

千葉市緑図書館 

（鎌取コミュニティセンター

共催） 

子ども読書まつり 

親子で楽しむ科学教室、乳幼児対象のわたべうたであ

そぼう、大型絵本の読み聞かせ、雑誌リサイクル等の実

施。 

緑図書館・鎌取コミュニティセンター

10月27日 千葉敬愛短期大学 KEIAI・フエスタ短大祭 各種イベントの開催。 
 

 

10月29日, 

11月6日 
千葉県立中央図書館 図書館音訳者養成講座 

① 写真等の音訳 

② 図表、ビジュアル資料の音訳 

（対象 : 障害者と保護者他） 

講堂 

13:30～ 

10月29日 放送大学 放送大学30周年記念行事
1983年4月の放送大学設置から開学30周年を記念し 

て、記念式典やシンポジウム等を実施予定。 

ANAインターコンチネンタルホテル

東京 

（港区）他 

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 

11月2日 千葉市稲毛図書館 文学講演会 
講師を招いて文学に関する講演会。 

（対象 : 一般市民） 
10:00～ 
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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（大学生・短大生各4名）が書店を訪問し

自分たちが読みたい本、興味のある本を選んだものを

購入、図書館にポップをつけて配架する。 

三省堂千葉そごう店 

10:00～12:00 

11月5～10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の展示、及びちりめん

本等に関する講演会を実施予定。 

放送大学文京学習センター 

（東京都文京区） 

11月8日 千葉県立中央図書館 親子で楽しむえほんの会
お話やわらべ歌、絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 3，4歳の子どもと保護者） 

児童資料室 

15:00～  15:45～ 

11月8,15日 千葉市花見川図書館 
わらべうたと絵本講座 

（全2回） 

わらべうたと手遊び、絵本の読み聞かせ等を行う。 

〔10組〕 （対象 : 2歳児の親子） 

多目的室 

11:00～ 

11月9日 
千葉市緑図書館（鎌取 

コミュニティセンター共催）
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 「冬の感染症対策」。 

鎌取コミュニティセンター 

10:00～12:00 

11月9,10日 敬愛大学 大学祭 各種イベントの開催。 
 

 

11月9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等を利用者に配布する。 10:00～ 

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 

絵本の読み聞かせや手遊びなどを行う。 

（対象 : 3歳児以上の親子） 

高洲・子育てリラックス館 

10:30～  11:00～ 

11月15日 

千葉市中央図書館 

（文化庁･千葉市経済 

企画課共催） 

著作権セミナー 
文化庁職員や専門家が著作権の基礎から応用まで 

幅広く紹介するセミナーの実施。 

生涯学習センター 

9:30～16：45 

11 月 16,23,30

日,12月7,8日 
敬愛大学 ライセンスプログラム 

MOS Excel 2010 

Expert 
10:00～16:15 

11月中旬 増田学園図書館 学園祭 各種イベントの開催。 詳細未定 

11月22日 

～12月1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） 

生涯学習ボランティアフェ

ア2013 

ちば生涯学習ボランティアセンターに登録されている

方々によるパネル展示発表と体験コーナーを展開。 
1階 アトリウムガーデン 

11月23,30日, 

12月7日 
敬愛大学 生涯学習 

Word2010講座応用 

Excel2010講座応用 
10:00～16:00 

11月26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 

障害者のための録音図書や点字図書の所蔵情報デー

タベースの活用。 （対象 : 障害者と保護者他） 

講堂 

13:30～ 

11月26日 

～1月19日 
千葉市美術館 川瀬巴水展 

大正から昭和にかけて日本各地の風景を描き続け、 

「近代の広重」と称された木版画家川瀬巴水の大回顧 

展。生誕130年を記念し､その全貌を改めて検証する｡ 

日－木曜日 10:00～18:00 

金 ･土曜日 10:00～20:00 

休館日 12月2日,29日〜1月3日,6日

11月下旬 千葉市若葉図書館 
図書館市民講座「身近な

気象と減災について」 

ウェザーニューズ社による講座。 

（対象 : 一般市民） 
10:00～12:00 

12月7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､

資料展示と合わせて講座を実施。 

生涯学習センター 

10:00～12：00 

12月7日（予定） 千葉市中央図書館 ビジネス支援講座 市内企業経営者による講演会の実施。 生涯学習センター 

12月7日 千葉市稲毛図書館 図書館市民講座 
講師を招いて暮らしの役立つ情報の講演会。 

（対象 : 一般市民） 
10:00～ 

12月7～8日 
千葉市生涯学習センタ

ー 
まなびフェスタ2013 

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。 

各室・各コーナー 

9:30～17:00 

12月8日 千葉県立中央図書館 冬のおはなし会 
お話や絵本の読み聞かせなど。 

（対象 : 5歳以上の子どもと保護者） 

講堂 

14:00～ ちいさいひとの会 

15:00～ おおきいひとの会 

12月11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。 

① 1～3歳児とその保護者 

② 4歳児～小学生とその保護者 

あすみが丘プラザ 

① 11:00～11:30 

② 15:45～16:15 

12月14日 千葉市花見川図書館 郷土史講座 
郷土千葉市に関する講座。テーマ「千葉氏の起こり」予

定。（対象 : 高校生以上） 

こてはし台自治会館 

13:30～ 

12月14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。 

10:00～ 3,4歳とその保護者 

10:45～ 5歳～小学校低学年とその保護者

12月18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18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。 

（対象 : 3歳児～小学生とその保護者） 

土気公民館 

15:00～15:30 

12月20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。（対象 : 幼児～小学生） 

多目的室 

11:00～ 1～3歳 

16:00～ 4歳～小学生 

12月20日 千葉市稲毛図書館 冬の親子おはなし会 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20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20日 

千葉市緑図書館 

（鎌取コミュニティ 

センター共催） 

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。 

① 2･3歳児とその保護者 

② 4歳児～未就学児とその保護者 

③ 小学生とその保護者 

緑図書館・鎌取コミュニティセンター

① 11:00～11:30 

② 15:30～16:00 

③ 16:00～16:30 
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12 月 21 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。 

（対象 : 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 

15:00～15:30 5 歳児～小学生 

12月21日 千葉市みやこ図書館 冬の親子おはなし会 
大型絵本の読みきかせなどを行う。 

（対象 : 幼児、小学生） 

集会室 

10:00～11:30 

12月21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。 

（対象 : 3歳以上とその保護者） 
11:00～11:30 

12月21日 千葉市美浜図書館 冬の親子おはなし会 
絵本の読み聞かせや手遊びなどを行う。 

（対象 : 3歳児以上の親子） 

高洲・子育てリラックス館 

10:30～  11:30～ 

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25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。（対象 : 幼児～小学生） 

多目的室 

15:30～ 

12月26日 
千葉市美浜図書館 

打瀬分館 
冬の親子おはなし会 

絵本の読み聞かせやパネルシアター等を楽しむ。 

（対象 : 3歳児以上の親子） 

打瀬公民館 

15:30～16:00 3歳以上 

16:00～16:30 5歳～小学生 

1月10日 千葉県立中央図書館 親子で楽しむえほんの会
お話やわらべ歌、絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 3，4歳の子どもと保護者） 

児童資料室 

15:00～  15:45～ 

1月11日 千葉市みやこ図書館 かるたあそび かるた遊びを行う。（対象 : 小学生） 
集会室 

10:00～11:30 

1月11日 
千葉市みやこ図書館 

白旗分館 
かるたあそび かるた遊びを行う。（対象 : 小学生） 15:30～16:00 

1月11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。（対象 : 小学生） 

多目的室 

10:00～ 

1月18日 千葉市みやこ図書館 みやこ寄席 小学生から大人まで楽しめる落語会を開催する。 集会室 

1月18日 千葉市花見川図書館 図書館市民講座 
暮らしに役立つプラスワン。 

「失敗しないリフォームのために」 

多目的室 

13:30～ 

1月23日 千葉市美浜図書館 わらべうたと絵本の会 
わらべうたの実践や絵本の楽しみ方・遊び方を学ぶ。 

（対象 : 2，3歳児とその保護者） 

高洲・子育てリラックス館 

10:30～11:00 

1月25日 

～3月2日 
千葉市美術館 

江戸の面影 

浮世絵は何を描いてきた

のか 

長く太平の世が続いた江戸時代。その中心都市江戸に

は、独特の文化や美意識が形成された。江戸という都

市らしい特徴のある文化や生活風俗のあり方を浮世絵

の名品を通して検証する。 

日－木曜日 10:00～18:00 

金･土曜日 10:00～20:00 

休館日 2月3日 

1月29日 千葉市美浜図書館 図書館市民講座 
地域や暮らしなど身近な課題をテーマにした講座を 

開催し、利用者の拡大をはかる。 

高洲コミュニティセンター 

10:00～ 

1 月（予定） 千葉市中央図書館 子どもかるたあそび 
絵本をもとにしたかるたや「千葉市のふれあい子どもか

るた」などの実施。（対象 : 5 歳以上） 

おはなしのへや 

14:30～15:30 

2月1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専門家による 

講座を開催し、参加者に情報を提供し、読書領域の 

拡充を図る。 

集会室 

10:00～11:30 

2月1日 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。 

（対象 : 一般市民） 
10:00～ 

2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 : 障害者と保護者他） 

講堂 

13:30～ 

2月 

6,7,10,12,13日 
敬愛大学 ライセンスプログラム MOS Access 2010 10:00～16:15 

2 月 9 日 千葉市中央図書館 外国語おはなし会 
英語で読み聞かせやおはなしを実施。 

（対象 : 3 歳～小学生とその保護者） 

おはなしのへや 

15:00～15:30 

3月8～28日 千葉市美術館 第45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。 

日－木曜日 10:00～18:00 

金･土曜日 10:00～20:00 

3月14日 千葉県立中央図書館 親子で楽しむえほんの会
お話やわらべ歌、絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 3，4歳の子どもと保護者） 

児童資料室 

15:00～  15:45～ 

3月中旬 増田学園図書館 教職員研修会 詳細未定 詳細未定 

3 月 23,30 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。 

（対象 : 3 歳～小学生とその保護者） 

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 

毎週金曜・毎

月第4日曜日 
千葉県立中央図書館 図書館活用講座 

中央図書館のより良い使い方やOPAC等による資料 

情報検索の案内。 

中央カウンター 

10:30～ 

毎月第2金曜

日・第4日曜日 
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案内しながら資料紹介

を行う。 

中央カウンター 

9:30～ 

毎週土曜日 千葉県立中央図書館 定例おはなし会 
お話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～ 

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 か月健診などの対外的なおはなし会を実施。 
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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、素話の実習及びわらべうたの実技、練習。 
不定期 

1 月～2 月 千葉市中央図書館 子ども読書講座 子どもの読書への関心を高めるような講座の実施。 未定 

毎週土曜日 千葉市中央図書館 定例おはなし会 
本の読み聞かせ・手遊び等の実施。 

（対象 : 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。（対象 : 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  

11:00～11:30 2歳児 

毎週火曜日 千葉市みやこ図書館 おはなし会 
本の読み聞かせや素話・手遊びなどを実施。 

（対象 : 幼児・小学生） 

こどものへや 

15:30～  16:00～ 

随時 千葉市みやこ図書館 企画展示 
企画したテーマにそって、図書資料、写真の展示を 

行う。 
一般閲覧室 

随時 千葉市みやこ図書館 常設展示 
ベストリーダー本と芥川賞・直木賞受賞作品を展示して

いる。 
一般閲覧室 

随時 千葉市みやこ図書館 ギャラリー展示 
2階のギャラリースペースを市民に開放し、生涯学習の

発表の場を提供する。 
2階ギャラリー  

毎週水曜日 
千葉市みやこ図書館 

白旗分館 
定例おはなし会 

本の読み聞かせや手遊び、素話などを実施する。 

（対象 : 幼児、小学生） 
15:30～16:00 

年5～6回 
千葉市みやこ図書館 

白旗分館 
企画展示 企画したテーマに沿って図書資料を展示する。  

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 
絵本の読み聞かせとわらべうた。 

（対象 : 1～3歳児） 

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 
素話、絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 4歳児～小学生） 

多目的室 

16:00～ 

毎月第4水曜日 千葉市花見川団地分館 おはなし会 
素話、絵本の読み聞かせ。 

（対象 : 3歳児～小学生） 

多目的室 

15:30～ 

毎週金曜日 千葉市稲毛図書館 おはなし会 
絵本の読み聞かせなど。 

（対象 : 3～6歳児、小学生） 

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。 

（対象 : 3歳～小学校低学年） 
15:30～ 

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。 

（対象 : 3歳～小学校低学年） 
14:00～ 

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。 

（対象 : 1・2歳児とその保護者） 
10:00～ 

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。 

（対象 : 3歳～小学校低学年） 
15:00～ 

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。 

（対象 : 3歳～小学校低学年） 
11:00～ 

毎月第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 

毎週金曜日 千葉市緑図書館 

① えほんのじかん 

② おはなし会 

③ おはなし会 

① 2･3歳児とその保護者 

② 4歳児～未就学児とその保護者 

③ 小学生とその保護者 

① 11:00～11:30 

② 15:30～16:00 

③ 16:00～16:30 

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 

① 1～3歳児とその保護者 

② 4歳児～小学生とその保護者 

あすみが丘プラザ 

① 11:00～11:30 

② 15:45～16:15 

毎週金曜日 千葉市美浜図書館 おはなし会 絵本の読み聞かせや昔ばなしの素話。 

高洲・子育てリラックス館 

15:30～ 3 歳以上 

16:00～ 5 歳以上 

毎月第4木曜日 
千葉市美浜図書館 

打瀬分館 
おはなし会 絵本の読み聞かせや昔ばなしの素話。 

打瀬公民館 

15:30～ 3歳以上 

16:00～ 5歳以上 

随時 
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2か月ごとに展示。 9:00～17:00 

 
 ※ お問い合わせは、各実施館へ。 
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