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学校との連携・学校支援サービス
宇都宮市図書館では、学校と連携・協力し、児童生徒の読書・学習環境の充実を目指 し

た取 り組みを進めています。学校と連携 して行つている事業や、学校支援サービスについ

てご紹介 します。

市内小中学校 と図書館を結ぶ学校支援貸出の拠′点です。

学校図書館司書と連携して以下のサービスを行っています。

■学校巡回図書サービス

学校図書館と連携し、図書館間を巡回する図書

集配車により、図書を市内の小中学校ヘー週間ご

とに巡回させています。図書の内容は、小学校は
「学年別楽しい絵本や読み物」「授業の参考になる

本」など、中学校は 「学年別に中学生が興味を持

ちそうな本」や「読み応えのある本」「教科の参考

になる本」などですЭ

■ブックパック貸出

図書館で作成した 「小学生におすすめの本」や
「読み聞かせに向く本」の学年別に選書したブッ

クパックを、学校から申し込みを受けて貸出を行
っています。

■学校訪問おはなし会

職員 とおはなしボランティアによるお

はなし会を実施しています。

■調べ学習や図書館見学

団体で来館された場合、資料の提供,館
内案内,利用指導を行います。

■社会体験学習、インターンシップ

中学校で行っている社会体験学習や高

校生などの職場体験学習を受け入れ、公共

図書館で行っている仕事を体験 してもら

います。

■団体貸出

長期に学級文庫などで利用したい場合、

最大 6カ月間の貸出を行っています。

■学校希望図書の貸出

学校の授業で図書を使用したいとき、総合的な

学習の時間での調べものに図書を利用 したいと

き、修学旅行の下調べに図書を利用したいときな

ど、学校の希望に応 じて目的に沿つた図書を図書

館が選び、図書集配車によつて貸出を行っていま

すっ

■学校図書館関係者研修

学校図書館の運営サポー トとして、また、学校

での読書環境を充実させるため、図書館職員が講

師となり、小中学校図書館司書業務嘱託員や学校

読み聞かせボランティアなどの学校関係者に対し

て、読み聞かせやブック トーク、本の修理等の研

修を定期的に開催 しています。

南図書館学校支援室
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河肉■書館へようこと♪
河内図書館は、周囲を緑に囲まれた自然豊かな環境の図書館です。

資料の所蔵数は、図書が約 143,000冊、雑誌 80タ イ トル、視聴覚資料約 5,700点 、複製画

137点です。天丼の高いワンフロアの館内は開放感があり、図書館がより身近に感 じられるスペ

ースとなっています。

毎週土曜 日の午後 2時 30分からは「おはなしサロン」 (幼児・小学生を対象としたおはなし

会)、 毎月第 2火曜日 (休館 日にあたる場合は第 3火曜 日)の午前 11時からは「おはなしサロ

ンぷち」 (0～ 3歳児を対象としたおはなし会)を開催 しています。

また、複製画の貸出は、海外では珍 しくないサービスですが、国内では昭和 61年に河内図書

館が初めて実施 しました。20年以上経った現在でも、たくさんの方にご利用いただいています。

リサイクrL市を実施し春す J

2月 3日 (金)04日 (土)午前100寺～午後30寺

河内図書館・上河内図書館で不要になった資料をリサイ

ぜひ、ご来場ください。

◇ 会 場 河内図書館集会室 (中 岡本町)

◇ 価 格 美術書などの大型本 1冊 200円
単行本 1冊 100円 。文庫本 1冊 50円

クル市にて販売いた します。

雑誌 1冊 50円

◇ 問合せ 河内図書館 673-6782 上河内図書館 674-1123
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【公共交通機関】

関東バス「奈坪台」行

「奈坪台中央」(終点)下車徒歩 5分

関東バス「白沢河原」行

「稚ヶ坂」下車徒歩 12分

東野バス「和久」行

「台岡本上」下車徒歩 15分



鯰 読書推進講座を開催しました
平成 23年 12月 4日 (日 )に、中央図書館で読書推進講座を開催しました。

東京経済大学名誉教授の石丸晶子先生をお招きし、「万葉集で訪ねる飛鳥路」と

題してご講演をいただきました。

地図をたどりながら飛鳥路の名所・史跡のお話を聞いていると、のんびり、

ゆつたりと飛鳥路を散策しているような気持ちになり、心地よい時間を過ごす

ことができました。

また、情感たっぶりな万葉集の解釈に聴講者も熱心に耳を傾けられ、「もつと

万葉集についてもお話をお聞きしたかつた。」との声が多く寄せられました。

当日来場できなかった方も、図書館で万葉集や、飛鳥地方のガイ ドブックをご覧になるなどして、

古の飛鳥に思いを馳せてはいかがでしょう力、

「MIIYA‐TEEN Vd..3J編 1集‐中

宇都官の高校生のための情報誌「RIIYATEEN」 の編集会議を7月 17日・

8月 21日・ 10月 9日 の全 3回開催しました。「MIYATEEN」 とは、現役

高校生が編集委員となり、友達にすすめたい本の紹介等をする情報誌です。今年は

Vol.3を作成するため、 12名の高校生が集まってくれました。

第 1回 目の会議では、編集委員の顔合わせと各自のおすすめ本の紹介、恥1.3の内

容を検討しました。第 2回目はテーマ別に持ち寄った本を出し合い、誌面構成につ

いて話し合いました。さすが、本好きの高校生たち。たくさんのおすすめ本が紹介され、まとめるのにひと苦鬼

それぞれの読書環境についてのプチ座談会も行いました。

最終回では、各ページの構成や見出しの言葉を考え、おすすめの本を分野別にするなど、

具体的な誌面作りを行いました。

来年度は「MIYATEEN bl.4」 を作成予定です。高校生のみなさん、ぜひ

編集委員に応募してください。

催し物案内
生蠣減瀬罰靱E「lЮ■ヨ =を取闘戻そう ′～lЮれ ス和 クス」

◇日 時 平成24年 2月 18日 (土)午後 1時 30分～3時 30分

◇会 場 中央図書館 3階集会室 (明保野RTl

◇内 容 奥田弘美さん (精神科医)に よる、“もつとイキイキ&ハッピー"に生きるためのストレスケアについての

講演。(デ トックスとは、身体の中にたまった毒を身体の外へ出すこと)

◇定 員 先着80人

◇申込み 2月 1日 (水)午前9時 30分から直接または電話で、中央図書館636-0231まで

JAZZ宅鍔日しおコイ ート IS3rク
ー
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印馨

◇日 時 平成24年 2月 25日 (土)午後3時～4時

◇会 場 東図書館3階視聴覚ライブラリースタジオ (中今泉3丁目)◇ 定 員 50名  ◇参加費 無料

◇申込み 2月 1日 (水)午前9時 30分から直接または電話で、東図書館638-5614まで



職 3年度 生活刻喘剛E第コ回

◇日 時 平成24年 2月 29日 休)

午後 1時 30分～ 3時 15分

◇会 場 東図書館 2階集会室 (中今泉3丁目)

◇講 師 栃木県勤労者山岳連盟会長

増田俊雄 (ますだ としお)氏

◇内 容 とちぎの「里・山」歩きの楽しみ方

◇定 員 50名
◇申込み 2月 1日 (水)午前9時 30分から直接または

電話で、東図書館638-5614ま で

職 3年度 生帽劇賭躍E第 2回
◇日 時 平成24年 3月 8日 (木)

午後1時 30分～3時

◇会 場

◇講 師

◇内 容

◇定 員

◇申込み

東図書館 2階集会室 (中今泉3丁目)

株式会社絵本ナビ代表取締役社長

金柿秀幸 (かながき ひでゆき)氏
おとなのための絵本を楽しむ幸せな時間

50名
2月 1日 (水)午前 9時 30分から直接または

電話で、東図書館638-5614ま で

お う動 手う

1.コ歳児こ0融帰のZ田に分11て、それぞれの年者にゆ綺日絵本a蘭訓囁n榊  

「ゎらべうた」を組合しきす。

◇日 時 平成24年 3月 2日 (a 【1.2歳児とその保護者】午前10時～11時

【0歳児とその保護者  】午前11時～12時
◇会 場 南図書館 会議室 (雀宮町) ◇講 師 宇都宮子どもの本連絡会会員 ◇定 員 各20組
◇申込み 2月 21日 (火)午前9時 30分から直接または電話で、南図書館653-7609まで

第 ヨ7●口 落語会

視覚障がい者の皆さんに楽しんでいただくテープ作成のための落語会を、宇都宮落語研究会のご協力により開催します。

どなたでも参加できますので、お気軽にご来場くださし、

◇日 時 3月 17日 (土)午後2時～4時

◇会 場 中央図書館 3階集会室 (明保野RTl

湘 凛 桧

◇日 時 3月 29日 (木)午前10時30分～11時 30分
◇会 場 東図書館 2階集会室 (中今泉3丁目)

◇内 容 おはなしキャラバン「つぼみ座」による人形劇

◇対 象 3歳以上     ◇定 員 120人     ◇申込み 不要。当日、直接会場へ

◇問合せ 東図書館638-5614

催し物案内

■雑誌スポンサー募集のお知 らせ

宇都宮市図書館では、雑誌コーナーの充実を図るため、雑誌スポンサーを募集しています。

雑誌スポンサーとは、雑誌の購入費用を負担していただき、その雑誌の最新号カバーにスポンサー名称と広告を掲載

させていただく制度です。(個人は除きます。)雑誌最新号での広告は多くの人の目に留まることが期待できますので、

身近な広告媒体としてご活用ください。

詳しくは中央図書館 (636-0231)に お問合せいただくか、またはホームページをご覧ください。      |

■南図書館 (雀宮町)特別整理期間のお知 らせ

蔵書点検のため、2月 14日 (火)から17日 (金)まで図書館部分が休館になります。

※ホール部分 (多目的ホール、会議室、ギャラリー、学習閲覧室、プレイルーム、飲食スペース)は通常通り

開館します。

※2月 13日 (月 )は、定例の体館日です。
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