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じゃあ、読もう

　2010年は、
　国民読書年。

ブックスタート絵本講座

赤ちゃんと楽しむわらべうたの会

中学生一日図書館員による
おすすめ本コーナー

浦安市立図書館
の

児童サービス

えほんのじかん・おはなし会



赤ちゃんと楽しむわらべうたの会 おはなし会

えほんのじかん おたのしみ会

場所：中央図書館 2階視聴覚室

日時 ：毎月第 2金曜日

　①10:15 ～ 10:45　満 6 か月～

　②11:00 ～ 11:30　1 歳 3 か月～ 2歳

中央図書館 ：火～金曜日　2:30 ～

分館 ・公民館図書室 ：木曜日　3:30 ～

日時　： 12 月 25 日 （金）

場所　： 中央図書館視聴覚室

参加者 ：午前 64 名／午後 80 名

場所 ：中央図書館おはなしの部屋

日時 ：毎月第 3 ・ ４土曜日　11 時から

おはなしのろうそくに灯をともせば、

そこはおはなしの世界。 図書館の

職員が、 昔話などを語ります。 不

思議おはなしや、 怖いおはなしに、

子どもたちはじっと聞き入ります。

楽しいおはなしには大笑い！最後

に、 願いをこめてろうそくを消すの

は、 誰でしょう？

おはなし会カードにスタンプを集める

と、 小さなプレゼントがもらえます。

赤ちゃんはわらべうたが大好きで

す。 わらべうたには、 日本語特有

のリズムがあり、 親子で触れ合い、

声を合わせてうたうことで、 親密な

スキンシップがはかれます。 布など

の小道具を使った遊び、 顔や体をさ

わる遊び、 揺らしたりする動きのあ

る遊びなど、 様々なわらべうた遊び

にふれてみませんか。

絵本の読み聞かせもしています。

子どもたちに絵本を読むことは、 図

書館司書の大切な仕事の一つです。

子どもたちは、 初めて見る絵本と出

会ったり、 お友だちと楽しさを共有す

ることで、 より大きな喜びを感じ、 そ

の体験が絵本への関心を育てます。

えほんのじかんカードにスタンプを集

めるのも楽しみのひとつ。 午後のひ

と時、 親子であたたかな時間を過ご

してみませんか。

1 年に 1 度、 いつも図書館に来てく

れる子どもたちに、 思い切り楽しん

でもらうイベントです。 午前と午後の

2 回開催し、 21 年度は 144 人の子

どもたちが参加してくれました。 映

画や大型絵本、 人形劇も上演しま

す。

今年の人形劇は、 『番ねずみのヤ

カちゃん』　やかましやのヤカちゃん

が大声を出すたびに、 子どもたちか

らは大きな笑い声が起こりました。

大型絵本を楽しむ

子どもたち。

人形劇の前には、

なぞなぞであそび

ました。

中央図書館では、

おはなしの部屋

で、 分館や公民

館図書室ではフロ

アーの一角で行な

います。

参加した子どもた

ちにはシールを

配ったり、 スタン

プを押しています。

おひざにだっこし

たり、 立って遊ん

だり。

絵本にも驚くほど

興味を示します。

暗い部屋の中で、

じっと耳をすます子

どもたちの心の中

に、 おはなしの世

界が広がります。
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科学で遊ぼう

中学生一日図書館員！

図書館では、 市内の小学

生や中学生の職業体験を

受け入れています。

カウンターでの実習や本の

配架作業、 外側からでは

わからない裏方仕事など、 とても一生懸命に取り

組んでいました。 また中学生は、 自分の好きな本

の紹介文を書いて、 本と一緒に展示するためのサ

イン作りにも挑戦。 予想以上の出来栄えに担当者

も驚きました。 児童室にコーナーを作り、 展示し

てあります。 ぜひ一度ご覧ください。

子どもの本の講座
年に 1 回、 児童文

学者や作家などを

招いて開催する講

座です。

21 年度は、 「写真

を通して子どもたち

に伝えたいこと」 と

題して、 世界中の昆虫や里山の自然を撮り続けて

いる写真家の今森光彦氏をお招きしました。 氏が

活動拠点としている琵琶湖周辺の自然環境を撮影

した写真をスクリーンに映しながら、 人と自然が共

存する里山の生態系について語っていただきまし

た。 軽快な語り口に会場はなごみ、 美しい写真の

数々にはため息がもれました。 自然を守っていくこ

との難しさを考えさせられた講座でした。

本を開いて優しくかたりかけてもらうひととき、 それ

は、 赤ちゃんの成長にとって欠かすことのできな

い、 人への信頼感と、 あたたかな心を育む大切

な時間です。 また、 大人にとっても、 楽しくかけ

がえのないひとときです。

図書館では、 浦安市ブックスタート事業の一環とし

て 「ブックスタート絵本講座」 を開催しています。

健康増進課から

案内が郵送されま

す。

指定された時間に

都合がつかない

場合は、 他の回

に参加できます。

ブックスタート絵本講座

今号は、 館内で行なっている児童サービス特集です。

わらべうたの会の取材の際に見た赤ちゃんたちの絵本へ

の興味や集中力に驚かされました。

子どもの成長に合わせた
   図書館のサービス

６ヶ月～２歳 「赤ちゃんと楽しむわらべうたの会」

３歳～ 「えほんのじかん」

５歳～ 「おはなし会」

幼稚園・保育園 絵本のよみきかせ

小学校 ストーリーテリング、ブックトーク

中学校 利用案内、職業体験、調べ学習支援

子どもの成長段階に合わせ、 浦安市立図書館で

は子どもと本をつなげるために様々な行事やサー

ビスを展開しています。

また、 子どもの本に関する相談もお受けします。

お気軽にお尋ねください。

毎年恒例の講座ですが、 21 年度のテーマは 「科

学で楽しくクッキング！」

分子模型を使って水や炭素の構造を学んだ後、

ホットプレートを使って、 ポップコーンやべっこう飴、

色の変わるパンケーキ作りに挑戦しました。 目の

前で起こる食材の変化に、 子どもたちも大興奮！

身近な食べ物の不思議に魅せられた時間でした。

先生が持っているのは砂糖の分子
模型。子ども達の目は釘付けです。

編集後記




