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子ども読書支援センター

第27号
バックナンバーは
埼玉県立図書館
ウェブサイトへ！

こどもの読書に関わる方々の活動とネットワークを支援(Shien)する。
そんな大きな願いをもったささやかな情報誌です。

特集「意外と知らない？
埼玉県立図書館の便利な使いかた」

図書館といえば本を借りるところ、とお考えの方が多い
かと思いますが、実はほかにもいろいろなサービスを行っ
ていると知っていましたか？
今回は、「こんなお悩みがあるときは、ぜひ県立図書館
へ！」という３つのケースに沿って、図書館の便利な使い
方をご紹介します！

昔読んだ、「おとこのこがオオカミの格好をする絵本」を
また読みたいんだけど、題名や作者を忘れちゃった！
確か、おとこのこはマックスという名前だった気がするんだけど…
図書館の、調査・相談（レファレンス）サービスを
ご利用ください。（※答えの絵本は次のページに！）
調査・相談（レファレンス）サービスとは、図書館の資
料を使って、資料や情報を探すお手伝いをするサービスの
こと。ご質問の解決に役立つ資料の紹介を行います。
調べものをお手伝いするのも、図書館の大事な役割の
ひとつ。こんなことを訊いてもいいのかな……？と遠慮
せず、お気軽に職員までお声掛けください！
でも、県立図書館にはなかなか行けないのよね……という方は、次のページへ！

実はこちらの「調査・相談（レファレンス）サービス」は、来館のほか、
電話やFAX、ウェブサイトからお申込みいただけます。埼玉県内に在住・在
勤・在学の方であれば、どなたでも無料でお申込みいただけますので、お気
軽にご利用ください！
●ウェブサイトでの申込み方法
埼玉県立図書館ウェブサイト（https://
www.lib.pref.saitama.jp/）にアクセスし、画面上部の
「調査・相談（レファレンス）サービス」をクリック。
「調査・相談（レファレンス）サービスのご案内」
↓
「ウェブサイトからのレファレンスお申込みについて」
と進んでいき、「レファレンスお申込みウェブサイト」の

質問内容入力画面

「質問内容入力」画面に、質問したい内容をご入力ください。

前ページの答えは、『かいじゅうたちのいるところ』（モーリス・センダック／さく じんぐうてるお／やく 冨山房）
『世界の物語・お話絵本登場人物索引 1953-1986（ロングセラー絵本ほか）』（ＤＢジャパン／編 ＤＢジャパン）
という本でお調べしました！調査・相談（レファレンス）サービスでは図書館に所蔵する事典類を使って、
みなさまの調べものをサポートします！

普段は教室で読み聞かせをしてるんだけど、今度体育館で
読み聞かせをすることになっちゃった！どうしよう？
大型絵本や大型紙芝居をご利用してみてはいかがでしょうか？
県立図書館では、約200タイトルの大型絵本と、20タイトルの
大型紙芝居を所蔵しています。そのほとんどは書庫にありますので、
職員までお声かけください！
また、大型紙芝居の舞台や、拍子木などの貸出も行っています。
※教室ほどの広さであれば、普通サイズの絵本でも読み聞かせには十分です。
状況に合わせてご利用ください。

●おすすめの大型絵本
『おおきなかぶ』

『ごきげんのわるいコックさん』

Ａ．トルストイ／再話
佐藤忠良／画

●おすすめの大型紙芝居

内田莉莎子／訳

まついのりこ／脚本・画

童心社

福音館書店

『サンドイッチサンドイッチ』

『くれよんさんのけんか』

小西英子／さく

八木田宜子／脚本

福音館書店

上記は県立図書館で所蔵している大型絵本・紙芝居のほんの一部です。
全タイトルのリストは、県立図書館ウェブサイトからご覧いただけます！

田畑精一／絵

童心社

久喜市鷲宮中央学童クラブでのおはなし会で、実際に大型絵本を取り入れている
「かわいいおはなし会」の髙嶋さん・渡辺さん・笠井さんにお話を伺いました！

質問① おはなし会で大型絵本を取り入れている理由はなんですか？
大勢の子供たちに見てもらいやすいため。また、普段の生活の

「大型絵

本の読み

中で、子供たちが大型絵本を見る機会は少ないためです。
質問② 普通サイズの絵本と大型絵本とで、子供たちの反応に違いはありますか？

聞かせを

する髙嶋

さん」

大型絵本ですと、見やすいため、絵に集中してくれています。また、細かいところまで見やすいので、
丁寧に見てくれます。
大型絵本が登場すると、子供たちからは「おぉ！」と歓声があがっていました。また、横に細長い、変形の
教室での読み聞かせだったのですが、どの子たちも集中して聞いているようでした。
取材させていただいた、久喜市鷲宮中央学童クラブさん、「かわいいおはなし会」のみなさん、
ありがとうございました！

本は、県立図書館に行かないと、
借りられないんでしょう？
いいえ。県立図書館の本は、お近くの市町村立
図書館を通じて借りることもできます！
探している本がお近くの図書館にない場

大型の絵本や紙芝居に限らず、お探しの本

合、埼玉県内等で所蔵している図書館か

がお近くの図書館にない場合は、県立図書

ら、借り受けて利用者の方に提供する、

館の本を借りることができます！お取り寄せ

「相互貸借（そうごたいしゃく）」

を御希望の場合は、普段お使いの図書館か
らお申し込

という制度があります。

みください。

県立図書館

Ａ市町村立図書館
特 定 の曜 日 に県 立

Ｃ市町村立図書館

図 書 館の 車 が巡 回
し、本 の 搬 送 を し
ます！

point 市町村立図書館の中には、大型絵本や
紙芝居は、書庫にあり、ご希望があれば
職員がお出しする、という図書館もあれ
ば、「団体登録」を行うことで、貸出が
可能になる図書館もあります。

Ｂ市町村立図書館

まずはお近くの図書館の職員の方に、
尋ねてみましょう！

小学校四年生の子に読み聞かせをすることになったんだけど、
どんな本がおすすめなの？
Question3

それなら、『ウェズレーの国』はどうでしょう。
図書館のブックリストには、ほかにもおすすめの本
がいろいろ載っていますよ！

埼玉県立図書館では、おすすめの本を紹介するブックリストを作成しています。
どのリストも館内で配布しているほか、埼玉県立図書館ウェブサイトからご覧いただけます。ぜひ、
参考にしてみてください。

●『はじめての読み聞かせ』
はじめて読み聞かせをする方に、まずはここから選んでほしいとい
う、おすすめの絵本をご紹介します！
目安として、対象学年や季節を掲載しています。また、読み聞かせ
の所要時間も掲載していますので、プログラム作りにご利用くださ
い。

●『わたしたちのおすすめるこどもの本ベスト１００』
…彩の国わくわくこどもページ『本を読もう』で紹介してきたおすすめの本から、
特に読んでほしい100冊を対象別（幼児・小学校低学年・中学年・高学年）に厳選しました！

●『いっしょによんで！親子のふれあいえほんばこ』
…0歳から小学校入学前の子供たちに読んであげたい絵本を、
10のテーマで選びました。

読み聞かせボランティアをはじめたばかりの団体に講
師を無料で派遣します。
講師は県内で読み聞かせボランティアとして活動して

おわりに

いるベテランの方々。

今回は県立図書館のサービスをご紹介しま

同じ活動をしている先輩としてアドバイスします。

したが、いかがでしたでしょうか。

お申込みは、県立久喜図書館まで

おわりに
みなさんもぜひ、本を借りる以外にも、図
書館を活用してみてください！

もっと読みたい方は
埼玉県立図書館
ウェブサイトへ！

埼玉県立図書館ウェブサイトでは、子ども読書支援ボランティアの協力を得て、こどもの読書に関する
役立つ情報を集め、紹介しています。 今回は、「使えるブックリスト」のほか、今号の特集テーマに関連し
て、図書館の使い方や取組に関する情報をご紹介します！

『おすすめ読み聞かせ絵本リスト』（平成19年発行）の
一番後ろのぺージには「一年生のための春の15分プログ
ラム」を載せています。
はじめての読み聞かせ。ごあいさつや座る場所探しに時
間がかかってしまうかもしれませんので、少し短めのプロ
グラムになっています。クラスのみんなで楽しさを共有で
きるといいですね。
題名

1

エリック・カール作

どろんこハリー

ジーン・ジオン文 マーガレット・ロイ・グ
福音館書店
レアム絵 わたなべしげお訳
題名

もりひさし訳

出版社

はらぺこあおむし

2

3

著者

著者

もこ もこもこ

谷川俊太郎文

はじめてのおつかい

筒井頼子作

元永定正絵
林明子絵

題名

著者

偕成社

出版社
文研出版
福音館書店
出版社

そらまめくんのベッド

なかやみわさく・え

福音館書店

うんぴ・うんにょ・うんち・うんご

村上八千世文

ほるぷ出版

せべまさゆき絵

国立国会図書館キッズページ（国立国会図書館）
http://www.kodomo.go.jp/kids/
国立国会図書館・国際子ども図書館のことだけでなく「図書館ってなんだろう？」「しらべてみよう！」
「図書館じてん」では、図書館のサービス、種類、使い方などについて楽しく分かりやすく説明されています。

図書館実践事例集～人・まち・社会を育む情報拠点を目指して～（文部科学省）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/tosho/jirei/index.htm
全国各地の図書館の様々な取組の事例集です。

杉戸町立図書館に子どもたちの調べ学習に
欠かせない図鑑や事典をそろえた常設コーナー
「上原文庫」が3月にオープンした（毎日新聞
2018.4.11 朝刊24面）。調べ学習の背景には
「アクティブ・ラーニング」の広がりがある。全国には
地域の調べ学習の拠点として学校との連携を
深める図書館も多い 。
（読売新聞2018.8.17 朝刊29面）

富士見市立中央図書館は、「図書館を
知り、楽しむ一日」をテーマに、「図書館まつ
り」を開催した。絵本を読み聞かせる、おはな
し会など、子ども向けのイベントや、本の修理
体験、ビブリオバトルなど大人向けのイベント
も行われた。
（朝日新聞 2018.11.9 朝刊25面）

「深谷子どもの本の会」は、深谷市内の小
中学校や図書館で本を語り聞かせる活動を
しており、2018年度子供の読書活動優秀実
践団体として、文科大臣表彰を受けた。
同会では家庭文庫を開放し、県立図書館
の協力で常に500冊の児童書を並べ、地域の
子供や子育て中の大人に貸出をしていた。
（埼玉新聞 2018.6.3 朝刊1面）

今回のテーマは、「図書館」。
ほかに、ブックスタートを支援する
図書館の記事が散見されました。

10代の子ども向けの小
説、仕 事 に 関 す る 本、
様々なテーマを扱う岩波
ジ ュ ニ ア 新 書、そ の 他 お
すすめの本を集めまし
た。ぜひ、御利用下さい。

スマートフォンを
お使いの方に…

埼玉県スマートフォン
アプリ「ポケットブック
まいたま」のサブアプリ。
埼玉県立図書館の情報へ
のアクセスに便利です。
編集発行

埼玉県立久喜図書館

協力

子ども読書支援ボランティア

〒346-8506

「まいたま」ダウンロード

子ども読書支援センター

後「ま い た ま」内 か ら 取
得できます。

埼玉県久喜市下早見85-5

TEL 0480(21)2659
メールアドレス

lib-jido@pref.saitama.lg.jp

埼玉県のマスコット
コバトン

