
１０月２２日(土)～１１月２０日（日） 

 

読書の秋！そうだ、図書館へ行こう！ 

イ ベ ン ト す べ て 

参加無料！ 

令和４年度 袖ケ浦市立図書館 

 
 

《大人向け》本のおたのしみ袋 
 何が入っているかはお楽しみ。テーマをヒントに

借りてみてください。思わぬ本との出会いがあるか

もしれません！（なくなり次第終了） 

期間：10月22日（土）～11月20日（日） 

場所：平川図書館、根形・平岡公民館図書室 

対象：成人の方 

 

  本のおみくじ 
 おみくじをひいて、あなたにおすすめの本や絵本

を占ってみましょう！0歳から2歳用、3歳からの子

ども用の2種類を用意してお待ちしています。 

期間：10月22日（土）～11月20日（日） 

場所：平川図書館、根形・平岡公民館図書室 

対象：0歳からの子どもとその保護者 

※公民館図書室は専任職員在室日に 

限ります。在室日は右のQRコードや 

ホームページ等でご確認ください。 

秋のトショロ月間 

平川 根形 平岡 

 期間中に本を借りると自動エントリー！ゴールの

30冊を目指して本を読もう！図書館のHP、図書館

内のOPAC（利用者用検索端末）でマイページを確

認すると、読んだ冊数、順位などがわかります。   

期間：10月22日（土）～11月20日（日） 

場所：全ての図書館・公民館図書室 
    ※電子図書館での貸出分は対象外です 

対象：袖ケ浦市立図書館の資料利用券 

   をお持ちの方 

全館 

マイページの 

QRコード 

イチオシ本のＰＯＰを書こう！ 
 あなたの好きな本を紹介するＰＯＰ（ハガキの大

きさ）を書いて図書館カウンターにお届けくださ

い。「トショロの特製ポストカード」をプレゼント

します。 

対象：中学生、高校生 
募集期限：11月20日(日) 

掲示期間：10月22日（土）～12月25日（日）  

受取館：中央・長浦おかのうえ・平川の各図書館 

※詳しくは図書館HPをご覧ください。 詳細ページの 

QRコード 

長浦 平川 中央 
ポ ッ プ 

いろんなトショロを描いてみよう！ 
 袖ケ浦市立図書館のイメージキャラクター「ト

ショロ」が生まれて30周年の今年度、記念イベント

としてトショロの似顔絵を募集します！いろんなト

ショロを自由に描いて箱に入れてください。 
※応募されたトショロの著作権は図書館に帰属し、参考に 

 新たなトショロを作成する場合があります。 

募集期間：10月1日（土）～11月20日（日） 

掲示期間：10月22日（土）～11月29日（火） 

場所：全ての図書館・公民館図書室 

対象：どなたでも 

全館 

 
〈展示・貸出 〉 

図書館で楽しむ日本の美・世界の美 

 写真集、画集、民族衣装やドレスの本、世界の風

景や建築、花の本など図書館には様々な「美」が隠

れています。そんな「美」を感じる本たちを紹介し

ます。ぜひお借りください！ 

期間：10月22日（土）～11月20日（日） 

場所：長浦おかのうえ図書館 カウンター前 

対象：成人の方 

長浦

平岡 根形 

平川 根形 平岡 



予約が必要なイベント 

〇各イベントの定員は申し込み先着順です。（保護者含む） 

〇  

〇受付時に氏名・電話番号をお伺いします。 

〇予約時に取得した個人情報は、感染症拡大の予防のため、 

  必要最小限の範囲で保健所等の公的機関へ提供する場合が 

  あります。また、各イベント終了後2か月経過を目途に廃棄します。 

〇全てのイベントで、マスクの着用のご協力をお願いします。 

  ただし、３歳未満のお子さんは必須ではありません。 

開催館 電話番号・住所 

  0438-63-4646 
袖ケ浦市坂戸市場1393-2（昭和小学校となり） 

  0438-64-1046 
袖ケ浦市蔵波634-1（長浦公民館となり） 

  0438-75-7392 
袖ケ浦市横田115-1（平川公民館3階） 

中央 

長浦 

平川 

問合せ・申込先 

文芸講座 読んで知る『平家物語』の表現の世界 

 鎌倉時代前半に、京都の貴族社会の中で成立した軍記物語『平家物語』について、全４回の講義を行い、 

理解を深めます。 

講師：滝澤 みか氏 （青山学院大学文学部日本文学科准教授） 場所：中央図書館 2階視聴覚ホール 

対象：成人の方  定員：40名 

※連携企画として10月20日（木）午前10時～中央図書館で鎌倉・室町期 を舞台にした「嵐が丘 」を上映します。（要予約） 

中央 受付終了 

 

 中庭で紙芝居やパネルシアタ―が楽しめます。 

 

10/1～受付 

映画鑑賞会 
  “図書館ミュージカルシアター”   

 今も世界中で愛され続ける大ヒットミュージカ

ルの映画版を上映します。  

※上映前に社会教育推進員の前説があります。 

11月10日（木）午前10時～12時20分  

作品：「アニー」（1982年）＊日本語吹替版・字幕なし 

原作戯曲：トーマス・ミーハン 

出演：アルバート・フィニー ほか 

場所：中央図書館 2階視聴覚ホール 

対象：成人の方  定員：45名 

 

おかのうえ人形劇団展示 ～産まれも育ちも袖ケ浦の人形劇団です～  
 人形劇で使用している人形などを展示します。人形と一緒に写真を撮ることもできます。 

11月20日（日）午前10時～午後3時   場所：中央図書館 2階第1会議室 対象：どなたでも 

図書館登録サークル展示①  〈出入自由〉 

おひざにだっこのおはなし会 
 絵本の読み聞かせと手遊びをします。 

11月1日（火）午前10時30分～10時50分  

場所：中央図書館 2階第1会議室 
対象：0歳から3歳の子どもとその保護者 定員：12名 

※定員をこえる希望があれば、2回目 11:15～11:35 

10/1～受付 

10/1～受付 

中央 

中央 

中央 

中央 



子どもの本の講座  

お話のたのしさを子どもたちに 
 子育て中の方や、お話を語りたい人、語っている

人に向けて、お話を聞く楽しさやお話選び・語るポ

イントについて解説していただきます。  

11月8日（火）午後1時30分～3時30分 

講師：内藤 直子氏（東京子ども図書館職員） 

場所：長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室 

対象：成人の方 定員：60名 

子ども映画会 
 「さる・るるる」ほか2話 を上映します。 

10月30日（日）午前11時10分～11時35分 

場所：長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室  

対象：3歳からの子どもとその保護者 

定員：90名 その他：字幕なし 

※映画会の前に、「えほんのひろば」もあります。（要予約） 

むかしむかしの会 

 大人のためのお話し会 
 普段子どもたちに語っている昔話や創作のお話

で、大人が聞いても楽しいお話を語ります。 

11月3日（木・祝）午後1時30分～2時30分 

語り手：むかしむかしの会 

場所：長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室 

対象：4歳の子どもからどなたでも 定員：60名 

講座 

相続財産どこからどこまで？ 
～いざという時にあわてないために、知っておきたい財産のこと～  

 残す方がまとめておきたい、残された方が知っ

ておきたい財産の探し方など、財産をテーマにし

た終活講座です。  

10月25日（火）午後2時～3時45分 

講師：田中 信之氏（金融広報アドバイザー） 

場所：長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室 

対象：成人の方 定員：50名 

長浦

秋の名画鑑賞会“映画で考える平和”  

開催日 会場 上映作品 原作・監督･出演 

10月27日(木) 
 

2階 視聴覚室 千の風になって  監督：金秀吉  

10：00～11：50 定員：30名 2003年＊字幕あり 出演：西山繭子、伊藤高史 ほか  

11月9日（水） 
 

3階 視聴覚室 ひまわり 監督：ビットリオ・デ・シーカ  

10：00～11：50 定員：90名 1970年＊字幕あり 出演：ソフィア・ローレン ほか   

11月17日（木） 
 

2階 視聴覚ホール 戦艦ポチョムキン 監督：セルゲイ・Ｍ・エイゼンシュテイン  

10：00～11：15 定員：45名 1925年＊無声映画・字幕あり 出演：アレクサンドル・アントノーフ  ほか 

長浦

平川 

中央 

朗読サークル『萌』 

楽しきかな、朗読。今、再び！ 
 宮沢賢治、向田邦子などの作品の朗読を行います。 

11月19日（土）午後1時30分～3時30分 

出演：朗読サークル『萌』 

場所：長浦おかのうえ図書館 3階視聴覚室 

対象：成人の方 定員：60名 

 

 サークル展示 やまゆり俳句会 10月1日（土）～10月19日（水）午後3時  

 宇麻具多短歌会～つれづれに詠む～ 10月20日（木）正午～11月9日（水）午後3時  

 短歌そでがうら 詠草 11月10日（木）正午～11月29日（火）午後3時  

図書館登録サークル展示② 中央図書館 1階ラウンジ展示コーナー 中央 

（質疑応答15分を含む） 

申し込み 

QRコード 

すきすき絵本タイム 
 個別に絵本の読み聞かせを行います。 

11月17日（木）午前10時～正午  

場所：根形公民館図書室 ふれあい読書コーナー 

定員：8組（各2組） 

対象：0歳から6歳の子どもとその保護者  

根形10/1～受付 申込先：中央 

申し込み 

QRコード 

（30分ごとに4枠） 

10/1～受付 10/1～受付 

10/1～受付 

10/1～受付 

10/1～受付 

10/1～受付 

長浦

長浦

長浦

長浦



令和4年度 袖ケ浦市立図書館 

秋のトショロ月間 イベント一覧 

ホームページの 

QRコード 

メールマガジンの 

QRコード 

ツイッターの 

QRコード 

台風など悪天候が予想されるときや、新型コロナウイルスの感染状況に

よっては、中止・延期になる場合があります。 

最新の情報は図書館のホームページやツイッターなどで確認してください。 

来館される皆様へのお願い 

イベント一覧に掲載されているイベント

は開催館に事前に申込みが必要です。 

※ 

※当日、定員に空きがある場合は、予約していない方も参加できます。 

★… 「トショロカード」がもらえるイベントです。５枚集めるとプレゼントがあります。 

37.5度以上の発熱がある 

軽度であっても咳の症状があ

るなど、体調がすぐれない場

合は来館をご遠慮ください。 

来館の際は 

マスク着用の 

ご協力をお願い

します。 

石けんやアルコー

ル消毒液を使用し

てのこまめな手洗

をお願いします 

感染防止のため

間隔を空けて並

んでください。 

10月23日 日 中央 

中庭イベント「青空かみしばい劇場」★ 

①13：30～14：00  ②14：15～14：45               

中庭イベント「カレンダーを使って封筒づくり～SDGｓエコについて考えよう～」 

①13：30～14：00  ②14：15～14：45  

10月25日 火 長浦 14：00～15：45 講座「相続財産どこからどこまで？」  

10月27日 木 平川 10：00～11：50 秋の名画鑑賞会「千の風になって」  

10月30日 日 長浦 
10：30～11：00 えほんのひろば★  

11：10～11：35 子ども映画会「さる・るるる ほか2話」★ 

11月1日 火 中央 10：30～10：50 おひざにだっこのおはなし会  

11月3日 木・祝 長浦 13：30～14：30 〔サークル発表〕大人のためのお話し会 

11月4日 金 中央 14：30～16：00 文芸講座「読んで知る『平家物語』の表現の世界」（第4回） ※予約開始9/1～ 

11月5日 土  中央 14：00～14：30 おはなし会★ 

11月8日 火 長浦 13：30～15：30 子どもの本の講座「お話のたのしさを子どもたちに」 

11月9日 水 長浦  10：00～11：50 秋の名画鑑賞会「ひまわり」 

11月10日 木 中央 10：00～12：20 映画鑑賞会“図書館ミュージカルシアター” 

11月13日 日 平川 14：00～14：30 おはなし会★ 

11月15日 火 中央 10：30～12：00※15分ごとに5枠 図書館でブックスタート ※予約開始11/1～ 

11月17日 木 
中央 10：00～11：15 秋の名画鑑賞会「戦艦ポチョムキン」 

根形 10：00～12：00※30分ごとに4枠 すきすき絵本タイム ※中央図書館に予約をしてください。 

11月19日 土  長浦 13：30～15：30 〔サークル発表〕楽しきかな、朗読。今、再び！ 

11月20日 日 長浦 14：00～14：30 おはなし会★ 


