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柏市在住の絵本作家・瀧村有子さんに，
とき 平成２２年７月 15 日(木)
ご自身の子育てや，絵本『ちょっとだけ』
午前１０時～１２時
ができるまでのエピソードなどをお話いた
だきます。やさしい気持ちがあふれる絵本
午前１０時～瀧村有子さん講演会
とお話で，ちょっとだけ ホッとしてみませ
午前１１時３０分～合唱団｢かざぐるま｣コンサート
んか。講演後，合唱団「かざぐるま」によ
るコンサートがあります。託児（事前予約 ところ 沼南庁舎 ５階 大会議室
制）もありますが，子どもも入室可能です。
たきむら

ゆうこ

柏市在住。３人の子どもの母。’05 年に福
音館書店「こどものとも年中向き」で出版
された絵本『ちょっとだけ』は，子育て中
の方を中心に全国的に人気を集めている。

申し込み
７月２日（金）午前１０時から（先着８０名）
こども図書館 電話 ７１０８－１１１１
電話，または，こども図書館へ直接。託児を希望す
る方は，お申し出ください（１歳以上，先着１０人）。

※子育て中の方も参加しやすいよう子どもも入室可のため，多少お聞き苦しくなることが予想されますが，ご了承ください。

☆司書がおすすめする図書館の１冊
時々は『万葉集』を手にとってみてくだ
さい。
ご存知のとおり，万葉仮名を用いた全二
十巻 4,500 首余りの日本最古の歌集です。
最近は，片手に収まる小さなもの，また
様々にレイアウトを工夫し万葉写真集とも
呼べる書籍も出回り，身近です。
今の私たちと変わらぬ様々な思いや景色
があふれ，特に好きな歌などと気取る必要
もなく，ひまがあれば手に取ってみると，
その時その時にひとつになれる歌がきっと
あると思います。

沼南庁舎１階にあるこども図書館は，乳幼児とそ
の保護者を主な対象としてオープンし，今年２周年
を迎えます。館内は土足厳禁のため，赤ちゃんが安
心してハイハイしたり，小さい子をおひざに抱っこ
しながら絵本を読んであげることもできます。ぜひ
一度ご来館ください。

毎日おはなし会をやっています！
特別な行事がない日は，
休館日を除く毎日，ボラ
ンティアによるおはなし
会を開催しています。平
日は１０時半から，土日
祝日は１１時からです。
行事の案内は，図書館ホームページ，広報かし
わ，各館備え付けのチラシ等でご案内しています。
交通【バスご利用の場合】柏駅東口から，手賀の丘公園・小野
塚台・沼南車庫・布瀬行きで「沼南庁舎バス乗継場」下車，徒歩
１分 ※沼南庁舎バス乗継場に停車しない一部の時間帯（９時台
から１６時台まで以外の時間帯）については「大木戸」下車，徒
歩２分 【お車ご利用の場合】沼南庁舎の駐車場を利用できます。

これから雨 降 りの日 が多 くなります。本 がぬれないよう大 切 にお取 り扱 いください。

にご報告◆どうぞ

予約が多い本は，
長い間お待たせする
場合があります！
ご理解ください。

◇図書館マナーＥＳＳＡＹ◇

予約図書ベスト 10＊2010.６.22 現在
１位 676 件
２位 503 件
３位 499 件
４位 462 件
５位 377 件
６位 367 件
７位 254 件
８位 237 件
９位 213 件
１０位 184 件

１Ｑ８４〈ＢＯＯＫ１〉／村上 春樹∥著
１Ｑ８４〈ＢＯＯＫ２〉／村上 春樹∥著

告白／湊 かなえ∥著
新参者／東野 圭吾∥著
１Ｑ８４〈ＢＯＯＫ３〉／村上 春樹∥著
カッコウの卵は誰のもの／東野 圭吾∥著

梅雨そして夕立，台風…と雨の季
節が続きます。革のカバンだから，
ビニールの裏打ちがあるから，と
天地明察／冲方 丁∥著
思っていても大雨だったりすると
小暮写真館／宮部 みゆき∥著
結構沁みてしまいます。また，屋
体温を上げると健康になる／齋藤 真嗣∥著
根があると思っても，霧雨の駅な
ロスト・シンボル＜上＞／ダン･ ブラウン∥著
どで本を広げているとページがよ
れよれに…（TT） 可哀想な状態
になって帰ってくる本が増えてい
イベント…◎プラネタリウム…★
図書館カレンダー＊７月
おはなし会…本館☺ 北部地区♪
ます。紙は水がとっても苦手です。
南部地区◆
図書館にお出かけのときは，どう
か天気予報と持ち物の相談をして
1 日…本館
3 日…新田原
日
月
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水
木
金
土
6 日…高柳
ください。雨の心配がある日であ
１
２
３
7 日…豊四季台・新富・増尾
れば，しっかりビニールコーティ
◆
☺
8 日…本館 9 日…根戸・藤心
ングしたカバンを選ぶ・エコバッ
４
５
６
７
８
９ 1０ 10 日…新田原 13 日…光ヶ丘
クに入れる前にくるむビニール袋
14 日…松葉
◆
◆♪
☺
◆♪ ◆★
15 日・瀧村有子講演会（沼南庁舎） を一枚持って出る等が素敵な大人
1１ 1２ 1３ 1４ 1５ 1６ 1７
本館・田中
のマナーですね＾＾
★
◆
♪
♪☺ ◆♪ ♪◆ １６日…南部・西原・藤心
(資料の傷み具合によっては，賠償
◎
☺
17 日…新田原・布施・根戸
をお願いすることがあります！)
１８ 19 2０ 2１ 2２ 2３ 2４ 20 日…高柳 21 日…豊四季台
突然の雨で困ったときは，職員に
◆
♪
◆★
22 日…本館 24 日…新田原
☺
是非相談してみてください。不要
28 日…豊四季台 29 日…本館
2５ 2６ 2７ 28 29 30 31
なポスターなど何か提供できるも
おはなし会の詳しい日程は，
★
♪
☺
のがあるかもしれません！
本館へお問い合せください。
☎

04-7164-5346

7 月 ２１日 （水 ）～8 月 31 日 （火 ）まで，本 館 読 書 席 は午 前 ・午 後 入 替 になります。

わたしのおすすめの一冊＆課題図書，よんでみませんか
展示コーナー

展示期間

７月２０日（火）～８月３１日（火）

展示期間前半（８／８まで）は，前号掲載した「わたしのおすすめの一冊
＊絵本編」を，そして今回ご紹介している「知識の本＆読み物編」を後半
（８／１０から）に展示します。
併せて課題図書（小学生・中学生），市立図書館司書が選んだ小学生の皆さ
んに読んでもらいたい本のリスト「よんでみませんか」の本も展示します。
この機会に読んでみませんか？

図書館メモ ☆蔵書冊数 934,049 冊（平成２２年５月末現在）登録者 93,904 人（平成２２年５月末現在）
☆人口 399,628 人

（平成２２年６月１日現在）

