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4/11～5/15 に３階児童コーナー

で、好きな児童書・絵本シリーズの

投票を行いました。  

投票総数 172 票！  

その結果をご報告します。 

第１位  

『きょうりゅう』シリーズ（黒川みつひろ/作・絵）35 票  

第２位  

『おさるのジョージ』  
（M&H.A・レイ /原作）32 票  

第３位  

『わんぱくだん』  
（末崎茂樹 /絵）31 票  

第４位  

『かいけつゾロリ』  
（原ゆたか /さく・え）29 票  

第５位  

『ねずみくんのチョッキ』  
（上野紀子 /絵）17 票  

第６位  

『ルルとララ』  
（あんびるやすこ /作・絵）13 票  

第７位  

『あなたも名探偵』  
（杉山亮 /作）9 票  

第８位  

『モンスターホテル』  
（柏葉幸子 /作）6 票  

 

 

（※シリーズ表記省略）  

投票ありがとうございました！  

調べる学習コンクール関連イベント  

「百科事典をつかってみよう」  
 

７月１６日（土）多目的室にて子ども向け百科事典「ポプ

ラディア」で百科事典の使い方を身につけてもらうワークシ

ョップを開催しました。  

ポプラ社提供のワークシートやスライドを見つつ基本的な

引きかたや索引・学習資料集の活用方法を学び、様々な問題

に挑戦しました。  

低学年の部、高学年の部ともに、子どもたちが百科事典に

載っている項目の幅広さに目を輝かせていたのが大変印象的

でした。  

また低学年の部では多摩ケーブルネットワーク（ TCN）の

取材が入りました。  

行事報告  



ナクソス・ミュージック・ライブラリーとは？  

世界中で利用されているオンライン図書館のことです。  サービスの内容と

しては、利用者に期限付きの ID とパスワードを貸し出すことにより、自宅等

のパソコン（スマートフォン不可）から、音楽等（特にクラシック、ジャズ）

を楽しむことができます。青梅市図書館カードをお持ちの方ならどなたでもご

利用いただけます。  

中央図書館 4 階カウンターで図書館カードを提示していただ

き、利用者用の ID とパスワードの用紙をお受け取りください。  

使用期限は、最初にアクセスした日から１５日間です。１５日

過ぎると自動失効されますが、再度図書館で新しい ID とパスワ

ードを申請すれば使うことができるようになります。  

図書館が閉まっているとき、図書館に用事がないけれど本は返却したいときな

どにブックポストをご利用ください。ブックポストは各図書館にございます。 

 

ご利用にはインターネット環境やパソコンが必要となります 

（スマートフォンは対象外です） 

ナクソス・ミュージックライブラリーを使おう！  

ブックポストのご案内  

ブックポスト利用上の注意  

・CD・DVD は破損等のおそれがありますのでブックポストでの返却はご遠慮

いただき、図書館が開いている時間にカウンターでご返却ください。  

・他自治体からの借用本（特別なカバーが付いている本）はブックポストでの

返却ができません。必ずカウンターでご返却ください。  

・私物の本や他市の図書館の本を誤ってブックポストに入れてしまった場合

は、速やかにスタッフまでお知らせください。  

・ブックポストに入れた本が実際に返却処理されるまで、時間がかかる場合が

ございます。図書館をご利用になる時はカウンターでご返却ください。  

・毎月第三月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）は回収されません。  

 



  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

No .35  

『その悩みエピクテトスなら、こう言うね。』 
山本  貴光・吉川  浩満／著    

 出版：筑摩書房  

2020 .03 131 .5 エ  

所蔵：中央  

 

エピクテトスは、紀元１～ 2 年のローマやギリシアで

活動した哲学者です。奴隷の子として生まれたのです

が、のちに解放されて哲学の教師となったという波乱

万丈な人生を送った人です。  

その教えを、テンポの良い対話形式で分かりやすーく

解説したのがこの本です。哲学書として構えて読むの

ではなく、お悩み解決書として、軽く読んでいける本

です。  

いつの時代も悩みは尽きないもの。1900 年も前の古

代ローマの哲学者の考え方は、今の時代の私達にも響

いてきます。パスカルや夏目漱石らも愛読していたそ

の教えは、これからの人生にきっと役立つはずです。  

 

青梅市図書館おすすめ資料  

中央図書館の４階には、青梅市や他の自治体に関する「地域行政資料」

や地域の歴史をテーマとした「郷土資料」の他に、調べ物に使う「参

考図書」を所蔵しています。  

2 階の新聞・雑誌、視聴覚資料や 3 階の一般書、児童書に比べて、手

に取っていただく機会の少ない参考図書ですが、新しく中央図書館で

購入した資料をご紹介します。  

--------------------------------------------------- 

『日本歴史地図帳』          昭文社／発行  

 

地図や観光ガイド（「まっぷる」シリーズなど）を発行している昭

文社が作った、日本の歴史を地図上に表現した大型地図帳です。  

およそ 2 万件の歴史上の出来事を表示しています。地図だけでは

なく、「城」「街道」「戦い」「災害」などは特集ページにわかりや

すくまとめられ、参考になるコラムも添えられています。歴史の

事象はわかりやすい記号で示されており、戦いにゆかりのある地

や寺社仏閣はもちろん、伝統工芸品や教育（藩校や私塾など）、明

治 10 年以前に開業した老舗企業なども記号で示されています。

温泉も載っており、歴史地図なだけあってこちらも開湯年を基準

に時代ごとに色分けされています。歴史上の出来事にはさまざま

な説が存在することもありますが、諸説あるものや推定、比定な

ど編集部でしっかりと調査を行っているそうです。  

参考資料なので貸出はできませんが、居ながらにして歴史探訪を

楽しめる資料です。  
 

このほかにも中央図書館には、通常書店では目にすることのない

資料があります。ご来館の際にはぜひ 4 階まで足をのばしてみて

ください。  

中央図書館新着参考図書  

『ふゆじたくのおみせ』 
ふくざわ  ゆみこ／さく  

出版：福音館書店    

 2003 .09 E フ  

所蔵：中央  青梅  沢井  新町  今井  

 

クマさんとヤマネくんは、ふゆじたくのおみせへ買い

物に行きます。品物はどんぐりと交換です。クマさん

はヤマネくんへ、ヤマネくんはクマさんへのプレゼン

トのためどんぐりを探しに森の中へ。でも森のみんな

が集めているのでなかなか集まりません。ようやく集

めた時はふゆじたくのお店が閉まっていました。ガッ

カリのふたりに店主のリ スが森のみんなに頼まれ て

お互いが買いたいものを取っといてくれました。クマ

さんはヤマネくんに赤い チョッキをヤマネくんは ク

マさんに白いセーターをプレゼント。  

読んでいるととてもやさしい気持ちになり、相手を思

いやる心を忘れてはいけないなと心温まるお話です。  

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青梅市図書館カレンダー  

令和４年（2022）年８月～１０月  
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青梅市図書館ホームページ https://www.library.ome.tokyo.jp/ 

今後の主な行事予定（中央図書館） 

新型コロナウィルス感染拡大防止のため青梅市図書館で 

開催するイベントについては、 

今後の状況により変更となる場合があります。 

詳しくは図書館ホームページ等でお知らせいたします。  

３か月児～４歳児向けのおはなし会 

☆おはなし会 『絵本の森』 ： 毎月第２土曜日 １１：００～ 
対象：３か月児～４歳児と保護者   

☆ちっちゃいこのおはなし会 ： 毎月第４日曜日 １１：００～ 
対象：３か月児～４歳児と保護者 

（会場：おはなしの部屋 定員：１０組） 
 

☆ひとりじめおはなし会 ： 毎月第１・３日曜日  
①１１：００～ ⓶１１：２０～ ③１１：４０～ 
対象：３か月児～未就学児と保護者 

（会場：おはなしの部屋 先着 1組） 
４歳児以上のおはなし会 
☆おはなし会 ： 毎月第４土曜日 １１：００～ 
対象：４歳児以上   

☆おはなしにちようピーナッツ ： 毎月第２日曜日 １１：００～ 
対象：４歳児以上 

（会場：おはなしの部屋 定員：１５名） 

☆・・直接会場へお越しください…☆ 

☆夏休み親子見学会 中央図書館わくわく隊 ： 

  ８月２日 ９：３０～ 

申込み：７月１７日（日）からカウンターもしくはお電話で先着順。 

（定員：先着5組〔1組につき付き添いは 1名まで〕 

※定員に達しました） 

☆「夏休み工作教室」 
  ８月５日・６日 １３：３０～  対象：小学生 
申込み：７月１７日（日）からカウンターもしくはお電話で先着順。 

（会場：多目的室 定員：各日８名 ※定員に達しました） 

☆「調べる学習 相談窓口」 

８月６日（土）・８月７日（日） 

１０：００～１２：００・１４：００～１６：００  

対象：小・中学生 

（会場：３階児童カウンター） 

○中央図書館映画会 ： 第４日曜日 １４：００～ 

８月２８日 「ピーターラビット」  

（会場：多目的室 定員：６０名） 

◆中央図書館３階展示 
「新書フェス ２０２２」  ７月２１日（木）～９月１９日（月） 

（会場：中央図書館３階特設展示コーナー） 
◆ティーンズコーナー展示 
「マニアックなひとしかわからないかも」  

７月２１日（木）～９月１９日（月）    

（会場：中央図書館３階ティーンズコーナー） 

図書館ナンプレ 

【１】どのタテ一列にも１～９の

数字が 1個ずつ入ります 

【２】どのヨコ一列にも１～９の

数字が１個ずつ入ります 

【３】区切られた３×３のブロッ

クに１～９の数字が１個ず

つ入ります ９４号の答え 

本を読む前、読んだ後 

せっけんで手洗いをお願いします 


