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 駅南図書館では、コイン式の複写機（複合コピー機）を設置して、図書館資料の複写サー
ビスを行っております。今回は、図書館での複写の特徴についてご紹介いたします。図書

館での図書館資料の複写は、著作権法という法律に基づいて行われています。著作権法

とは、書籍や雑誌記事などを書いた人の権利を守りつつ、適正に利用していただくための

法律です。 

 

等部・高等部専攻科からなり、現在約２５０名の生徒さんが在校して

います。日本国内の聴覚障害児を対象とする特別支援学校の中で

は、全国で最大規模の学校です。その沿革は、明治

者、聾者の教育を計画した「楽善会」に始まります。明治

善会訓盲院」がジョサイア＝コンドルの設計で東京築地に建てられま

した。明治

と改称します。生徒数の増加に伴い、明治

と寄宿舎を新築し移転します。

 

だき、参考資料を読み、こんなに素

晴らしい教育理念を持った学校が

市川にあることを誇りに思いました。

本稿執筆に当たり、高等部専攻科

の先生方のお力添えをいただきま

した。心よりお礼を申し上げます。

  
の理解を深めることも目標にしています。幼稚部
あった教育と指導をし、基本的生活習慣や態度を育て、学習の仕方を身につけ、社会に適応で
きる人間を育てることを目標としています。高等部では、高等学校に準じた普通教育及び専門教
育を行い自ら学ぶ意欲と社会に主体的にかかわる力を持った人間の育成をめざし、適切な進路
の選択と実現に努力しています。その成果は、同校高等部専攻科や、筑波大学、その他の国公
立私立大学への進学実績としても実を結んでいるのではないでしょうか

 

を経て、昭和

した国府台の高台に、校舎と運動場、寄宿舎があります。平成

も終了し、様々な配慮がなされた

   複写できるのは、図書館の資料だけです。 

 ご自身の持ち込み資料などは複写できませんので、お近くのお店などをご利用ください。 

   複写のできる範囲に制限があります。 

 図書館で複写できる範囲は、著作権法第31条（下記参照）に規定があります。 

 資料の種類に よって複写できる範囲は異なりますが、著作物の半分以下が目安です。 

   複製申込書の記入が必要です。 

  著作権法にのっとり、正しく利用されているか確認するためにお願いしております。 

駅南図書館のコピー機は、館内にある外部データーベースの端末ともつながっており、

データーベースで検索した記事などを印刷することもできます。マニュアルをご用意し

ておりますが、ご不明の点は、レファレンスカウンターまでお問い合わせください。 

複写できるのは書籍だけではありません！ 

著作権法第31条（図書館における複製） ー抜粋ー 

 図書館等においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図

書館資料を用いて著作物を複製することができる。 

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された

著作物の一部分（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物

にあつては、その全部。）の複製物を一人につき一部提供する場合 
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 筑波大学附属聴覚特別支援学校は、幼稚部・小学部・中学部・高

等部・高等部専攻科からなり、現在約２５０名の生徒さんが在校して

います。日本国内の聴覚障害児を対象とする特別支援学校の中で

は、全国で最大規模の学校です。その沿革は、明治8（1875）年、盲

者、聾者の教育を計画した「楽善会」に始まります。明治12年に「楽

善会訓盲院」がジョサイア＝コンドルの設計で東京築地に建てられま

した。明治18年には、文部省直轄校になり、明治20年東京盲唖学校

と改称します。生徒数の増加に伴い、明治24年、東京小石川に校舎

と寄宿舎を新築し移転します。 

   
 

 専攻科の授業を見学させていた

だき、参考資料を読み、こんなに素

晴らしい教育理念を持った学校が

市川にあることを誇りに思いました。

本稿執筆に当たり、高等部専攻科

の先生方のお力添えをいただきま

した。心よりお礼を申し上げます。 

筑波大学附属聴覚特別支援学校～市川の学校③～

シリーズ『市川の学校』 第3回は、筑波大学附属聴覚特別支援学校です。 

 高等部専攻科には、ビジネス情報科、造形芸術科、歯科技工科があ

ります。ビジネス情報科は、現代社会で必要なコンピュータに関する知

識と「簿記」や「経済活動と法」などを学び就職に備えます。歯科技工

科は、多様化する歯科技工士の養成を３年制で行っています。造形芸

術科は、全国の聾学校で唯一の美術系の学科です。絵画やデザイン

などの専門領域について深く学び、コンピュータやデジタル機器等の

扱いに精通することで現代的な表現方法も身に付けています。多くの

展覧会に出品しており、当館駅南ギャラリーでも本年８月のギャラリー

企画展で展示していただきました。ご覧になった方から、作品のすばら

しさを絶賛するご意見もいただきました。 

 

  幼稚部には、乳幼児教育相談（0～2歳児）があり、聴覚障害乳幼児の育て方について、両親
の理解を深めることも目標にしています。幼稚部(3～5歳児）、小学部、中学部とそれぞれ成長に
あった教育と指導をし、基本的生活習慣や態度を育て、学習の仕方を身につけ、社会に適応で
きる人間を育てることを目標としています。高等部では、高等学校に準じた普通教育及び専門教
育を行い自ら学ぶ意欲と社会に主体的にかかわる力を持った人間の育成をめざし、適切な進路
の選択と実現に努力しています。その成果は、同校高等部専攻科や、筑波大学、その他の国公
立私立大学への進学実績としても実を結んでいるのではないでしょうか。 

≪８月駅南ギャラリー≫  

≪校章≫ 

 昭和20年戦災で校舎を焼失したため、昭和22年国府台へ移転しました。校名は、数度の変遷

を経て、昭和53年筑波大学附属聾学校、平成19年に現在の校名に変更されました。江戸川に面

した国府台の高台に、校舎と運動場、寄宿舎があります。平成15年には、すべての校舎の改築

も終了し、様々な配慮がなされた機能的な校舎で、生徒さん達が学んでいます。 

≪参考資料≫ 

『筑波大学附属聾学校 同窓会史』                      駅南所蔵 I  Q6 

『創立130周年記念誌』                                            中央館所蔵 

『平成26年度学校要覧』                                          学校案内 

『筑波大学附属聴覚特別支援学校』                    学校案内 

『筑波大学附属聴覚特別支援学校 専攻科』    学校案内 



      ≪11月の朝食≫ 

 麦ごはん 

 チキンとなすのメープル炒め       

 蒸しいものくるみがけ          

 柿 

 お茶               

11月の朝食 ～麦ごはん・チキンと なすのメープル炒め・蒸しいものくるみがけ・柿～ 

地域連携企画 和洋女子大学大学院のご協力による健康レシピの連載、第3回目です。 

≪主な栄養素≫ 
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和洋女子大学連携企画 
9/20

「あなたは遺したい言葉がありますか」を

テーマにノートの基本的な書き方を丁寧

に解説。参加者の方々は熱心に耳を傾

けていました。（

10/5

「仕事」
講義は、グループディスカッション形式を

取り入れ、参加者同士が話し合うことで和

やかな雰囲気で進行しました。セミナー終

了後、ブックリストの本を借りて行く方が多

く、関心の高さが伺えました。（

秋をたっぷり感じられる朝食にしました。メープルシロップは砂糖に比べてミネラルやビタミンが豊富で、 

自然の甘さが楽しめます。ぜひお試しください。 

≪今月の担当≫ 

 和洋女子大学大学院  総合生活研究科  

  博士前期課程1年        吉住 桃子 

 

エネルギー  

  たんぱく質 

 食物繊維 

ビタミンC 

 
:516kcal  

:17.9g 

:5.1g 

:91ｍｇ 

      
1杯（150ｇ） 

140ｇ 

55ｇ 

100ｇ 

 

 

○チキンとなすのメープル炒め 
メープルシロップとバターの風味で、 

しょうゆが少なくても深いコクがでます。 

≪材料 (2人分)≫ 
鶏もも肉   

なす         

まいたけ 

青梗菜 

しょうゆ           

メープルシロップ      

バター    

≪作り方≫ 

①鶏もも肉は一口サイズ、青梗菜は3ｃｍに切る。なすは縦4つに割り、 

 3ｃｍ程の長さに切る。まいたけは食べやすい大きさに手でほぐす。 

②バターで①を炒める。 

③よく炒めたら、しょうゆ、メープルシロップを入れて水分をとばす。 

 

 

 

1/2枚（120ｇ） 

1本 

1/2袋 

 

1/4束 

小さじ1 

小さじ2 

1/2かけ（5

○蒸しいものくるみがけ 
忙しい朝でも温めるだけで手軽に食物繊

維、ビタミンCをたっぷりとれます。 
  ≪作り方≫ 

①さつまいもは皮付きのまま20～30分かけてゆっくり蒸す。 

    ※蒸し器がないときは、耐熱皿にいもが半分浸かる程度の水を入れ、 

      電子レンジで加熱してもできます。 

     ※電子レンジよりも、蒸した方が甘くなります。 

②食べるときにいもを輪切りにし、電子レンジでサッと温め直して刻んだ 

  くるみをふりかける。 

    ※時間のあるときにたくさん蒸して小分けにして保存。 

      蒸しただけなので、 他の料理にも使えます。 

≪材料 (2人分)≫ 

さつまいも 

くるみ 
100ｇ 

10ｇ 

前日の夜に 

野菜(なす以外）と鶏肉を切って 

下準備をしておくと、簡単に、 

朝ごはんの支度ができます。 



-4- 

市川市市川駅南口図書館

w

11月 12月 

→祝日 9時30分～18時 →9時30分～21時（土日～18時） 

開館時間 
 →休館日     

市川駅南口図書館カレンダー 

秋のイベント報告 
9/20 エンディングノートの書き方 

「あなたは遺したい言葉がありますか」を

テーマにノートの基本的な書き方を丁寧

に解説。参加者の方々は熱心に耳を傾

けていました。（19名参加） 

10/5 ビジネス支援セミナー 

「仕事」×「子育て」 両立できる？ 
講義は、グループディスカッション形式を

取り入れ、参加者同士が話し合うことで和

やかな雰囲気で進行しました。セミナー終

了後、ブックリストの本を借りて行く方が多

く、関心の高さが伺えました。（8名参加） 

※12/28～1/5は年末年始の為、休館となります。 

 新年は1/6から開館します。よろしくお願いいたします。 

     
11月   「歴代文学賞受賞者の作品」   「偉人達の決断」 

月替わり展示 
12月   「身近な動物」             「差がつく戦略」 

冬のイベント情報 

事前申し込み制。各回定員40名。 

詳しくは11月に館内ポスター、チラシ、

ホームページ等でご案内します。 

お楽しみに！ 

事前申し込み制。定員30名。 

気持ちよく体を動かしてみませんか？ 

ご応募お待ちしております。 

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
2015年

1/1 2 3


