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 図書館では、館の特色を生かしたリスト等それぞれのテーマに合わせて

様々なブックリストを揃えています。駅南図書館でもほぼ毎月、開催している

セミナーやイベントに合わせて、その都度、担当の図書館員がブックリストを

作成しています。現在は16テーマのリストが入口を入った左側のラックに入っ

ており皆さんにご利用いただいております。 

ーブックリストとは、ある基準で選択され、本を薦めたり、紹介するために

作られた目録のことです。（国立国会図書館リサーチ・ナビより） ー 

図書館のブックリストは、図書館員がレファレン

ス資料やデータベースを駆使してそのテーマに

沿った様々な資料をピックアップして、よりテー

マに相応しい資料をリストとしてまとめています。          

誌面下には本年度に作成したブックリストを掲

げています。更に本年度はあと４テーマのブック

リストを作成する予定です。皆様のご利用をお

待ちしております。 
 

○「わらべうた」に関する絵本・図書のリスト        

○「子育てをしながら働く」ための参考リスト        

○「栄養バランスの良い食事」のための参考リスト    

○「昆虫観察」に役立つ図書リスト              

○「介護保険の利用」に関する役立ちリスト 

ー本年度作成したブックリストー 



  

      

  
          図書館紹介      

Library ④ 南行徳図書館 

施設概要 

・開館時間・・・火曜～日曜 ９：３０～１７：００    

・休館日・・・月曜（祝日と重なった場合は火曜も休館） 祝日 年末年始    

        蔵書点検期間 館内整理日（土・日・月曜日を除く月末）  

・蔵書数・・・４５,５５５冊（一般書 ２９,３３４冊 児童書 １６,２２１冊） 

・閲覧席・・・１５席  ・利用者端末・・・１台 ・駐車場・・・無し ・館内エレベーターあり 

（『市川市の図書館 ２０１４』より抜粋） 

住所・・・相之川 １－２－４ 

電話・・・０４７－３５７－４１８８ 

交通・・・東西線南行徳駅 から徒歩１５分 

     ＪＲ本八幡駅から浦安駅行きバス 

     「欠真間」停留所下車、徒歩２分 

緑に囲まれた建物 入口正面 

児童展示 

２階の館内 

絵本の会会場 

ギャラリー 

            特色 

・２ヶ月ごとに季節に合わせた展示を設置 

・カウンター脇に話題性のある本を展示 

・毎月第３日曜日に絵本の会を開催 

・福袋や七夕などの季節の行事を開催 

・年に５～６回、リサイクルブックのコーナーを 

 設置 

南行徳図書館から一言 
 

閑静な住宅街に囲まれた落ち着いた図書館です。周りには神社や公園もあり散歩の途中に立ち寄

りたくなる図書館として親しまれています。 

１階は一般書や雑誌・新聞が配置されています。また、２階には実用書と児童書が置いてあり、子

どもの側を離れないでも、本を選べるようになっています。 

子どもから高齢者まで安らげる図書館ですので、ぜひご来館ください。 

南行徳公園

至浦安 旧街道

南行徳小学校

南行徳幼稚園

京成バス

欠真間

南行徳公民館

日枝神社
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東西線 至行徳

バイバス
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地図 
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和洋女子大学

≪

≪
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(大きさ：直径4ｃｍ 約16個分) 

地域連携企画 和洋女子大学家政福祉学類・こども発達学類のご協力によるレシピ第4回目です。 

和洋女子大学連携企画 

今月の担当：和洋女子大学 家政福祉学類  3年 登内 千遥 

                

今月は、旬のさつまいもを使ったスイートポテトと野菜ジュースを使った簡単マフィンをご紹介し

ます。手軽に美味しく食べられるおやつを、家族で楽しく作ってみてください。 

≪材料≫  
野菜ジュース 

卵 

ホットケーキミックス 

サラダ油 

100ｇ 

1個 

150ｇ 

大さじ1 

≪材料≫ 
さつまいも 

バター  

砂糖 

牛乳 

卵 

大1本(約350ｇ) 

15ｇ 

30ｇ 

大さじ3 

少々(艶出し用) 

1.カットして 
 (皮も剥くよ) 

11月のおやつ  しっとり スイートポテト と 野菜ジュースマフィン 

トマト風味の強い野菜ジュース

でもマフィンにすると美味しく

召し上がることができます。 

4.焼いて 

 できあがり

1.まぜて 
(３歳くらいになると 

グルグル混ぜる手伝いが

できるよ) 

2.まぜて 

↑お好みでゴマを 

 かけると見栄え 

 良くなるよ♪ 

こども発達学類  4年 佐藤 菜摘 

                   

3.まとめて 

 丸めて 

2.潰して 
(4歳くらいになるとス

プーンで潰すお手伝い

ができるよ) 

(砂糖控えめ、 

さつまいも本来の 

甘さがあるよ♪) 

≪作り方≫  
①さつまいもを1ｃｍ程度の厚さに切り、皮をむき、 

  水に5分間浸けておく。 

 ↑変色を防止するためと、電子レンジで加熱した時に硬くなるのを防ぐため。 

 ※さつまいもは薄く切ったほうが加熱時間は短くなります。 

②さつまいもは水気を取らず、耐熱容器に入れラップを 

 かけて500Ｗの電子レンジ5～7分柔らかくなるまで 

 加熱してスプーンで潰す。 

 ※さつまいもの大きさ、および電子レンジのワット数によって 

  加熱時間は異なります。 

③②に砂糖、バター、牛乳を入れスプーンで混ぜる。 

④丸く形を作り、艶出し用の卵をスプーンの裏側などで 

  表面に塗る。 

⑤180℃に予熱したオーブンで15分焼く。 

 (潰し方によって、食感を滑らかにしたり、 

  かたさを残したりすることができます) 

≪作り方≫ 
①ボウルに野菜ジュースと卵を入れて泡立て器で混ぜる。 

②①にサラダ油とホットケーキミックスを入れ、 

  ゴムベラでさっくり混ぜる。 

③生地をマフィンカップに入れ、180℃に予熱した 

 オーブンで20分焼く。 

④爪楊枝をさして何もついてこなければ完成。 

3.型に入れて 

平成

市川市市川駅南口図書館
  

   

  

マフィンカップ(Ｓサイズ) 10個分 

 
今回は、 

トマト風味の強い 

野菜ジュースを使用。 

4.焼いて 

 できあがり♪ 
(アーモンドやクルミ 

をトッピングすると 

見た目の可愛さUP!!) 
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    11月 名探偵集合  

       名作経済小説紹介 

 12月 今年こそキレイな我が家 

    オフィス断捨離 

まちかどの近代建築 

        写真展in市川 
平成27年11月1日（日） 

  ～11月26日（木） 

  

     

11月 12月 

市川駅南口図書館カレンダー 

→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     

※12/28～1/4は年末年始の為、休館となります。 

新年は1/5から開館します。よろしくお願いいたします。

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
2016年

1/1 1/2

市川市市川駅南口図書館 （指定管理者 ㈱ヴィアックス）  

  〒272-0033  市川市市川南1丁目10番1号  

   I-Link タウンいちかわザ・タワーズウエスト3階 

  TEL 047-325-6241 ホームページhttp://www.ekinan-lib.jp 

できあがり♪ 


