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えきなんの日替わり展示、フェィスブックでも見られます！ 

  駅南図書館では、2011年10月からホームページ上でフェイスブックを始めま

した。館内の日替わり展示「本日のおすすめ」のイラストと関連資料をもとに休

館日を除いて毎日投稿をしています。この9月で3年11ヶ月が経ち、1,000回を超

える投稿となりました。    

 図書館員が順に次のテーマを決め、選書をし、イラストを描き上げ、閉館後に

展示して写真を撮ります。そして、翌開館日の午前中にフェイスブックに写真を

添付して投稿しています。以前と同じテーマとならないように過去のタイトルを調

べ新たなテーマを毎回考えています。新しい試みとして、8月は夏休み特別企画

「えきなん図書館員のおすすめ(分類編)」と題し、20回の連続シリーズでご紹介

しました。これからも日替わり展示「本日のおすすめ」をご活用ください。  
 

『8月のギャラリー展示』 『こどもに本を贈る日』 『水毒ってご存知ですか？』 『河童忌』 

2015.8.4 2015.5.5 2015.6.23 2015.7.24 

         駅南図書館ホームページ   http://www.ekinan-lib.jp/index.html 
 

          駅南フェイスブック  https://www.facebook.com/ichikawa.ekinan.lib 

いちかわ えきなん で検索、または下記のＵＲＬで。 駅南フェイスブック

日替わり展示例 
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          図書館紹介      

Library ③ 信篤図書館 

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・・・６５,４１２冊（一般書 ４８,５８６冊 児童書 １６,８２６冊） 

・閲覧席・・・２９席  ・利用者端末・・・１台 ・駐車場・・・共有 ２０台 

（『市川市の図書館 ２０１４』より抜粋） 

信篤図書館から一言 

信篤公民館の敷地内に建てられ小学校の校舎を利用した趣きのある図書館で木製

の床や教室の黒板も残っており、懐かしさに加えレトロで落着いた雰囲気の中で閲

覧できると 好評です。 

原木中山駅から徒歩２分と交通の便も良く、隣地には公民館や幼稚園もあるため 

高齢者から幼児や児童などに幅広く利用されております。 

住所・・・ 高谷 １－８－１ 

電話・・・０４７－３２８－８８３１ 

交通・・・東京メトロ東西線原木中山駅 から 

       徒歩２分 

校舎を利用した建物 入口正面 

信
篤
市
民
体
育
館

信篤

公民館

信篤図書館

県道船橋・行徳線

至
行
徳

地図 

特別展示 

利用者おすすめの一冊 

廊下の閲覧席 

おはなし室 

            特色 

・季節毎に幼稚園児とのお話し会の開催 

・毎月児童を対象とした絵本の会の開催 

・公民館行事との連携を図った特別展示 

・不戦の誓いと平和を祈念した特別展示 

≪

≪
冷凍ミックスベリー★

牛乳

ブルーベリーソース★

ホイップクリーム
≪
①コップにブルーベリーソースを入れる。

②牛乳と冷凍のままのミックスベリーをミキサーにかけ撹拌する。

③グラスに注いでホイップを搾り、ブルーベリーソースをかけ、

 
※

 



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3回目です。 

9月のおやつ   サクサク 野菜クッキー と ミックスベリー の ドリンク 

≪作り方≫  
①野菜(今回は冷凍のほうれん草)と水を入れ、ミキサーをかける 

 (ミキサーがなければ細かく切ったり、すり鉢などを使ってもOK)。 

 オーブンを180℃に予熱しておく。 
 ※生のほうれん草を使う場合は、アクを抜くため 

  一度茹でてから使います。 

②バターと砂糖をボウルに入れ、ゴムベラですり混ぜる。 

③①のピューレ状の野菜を②のボウルに加え、 

  ゴムベラでよく混ぜる。 

④③にホットケーキミックスを入れ、ゴムベラでさっくりと混ぜ合わ 

  せる。さらに卵黄を加え混ぜて手で1つの生地にまとめる。 

⑤打ち粉をした台の上に生地を広げ、麺棒で伸ばして 

  型抜きまたは、ちぎって丸める。(大きさは直径5㎝くらい) 

⑥180℃のオーブンで14分ほど焼く。 

 

≪材料≫ 
ホットケーキミックス     

バター(有塩でOK)  

砂糖 

野菜(冷凍の茹でたほうれん草)   

水 

卵黄 

150ｇ 

24ｇ 

大さじ2 

25ｇ 

大さじ1 

大さじ1/2 

1.刻んで 
(今回は 

 すり鉢を使用) 

↑チョコペンで 

絵を描いてもOK♪ 

(4歳くらいから 

 挑戦できるよ) 

(天板1枚分) 

2.まぜて 

(3歳くらいのお子様と 

 ご一緒にどうぞ♪) 

≪材料≫  
冷凍ミックスベリー★ 

牛乳 

ブルーベリーソース★ 

ホイップクリーム 

100ｇ 

100ｃｃ 

大さじ1 

お好みで 

★のものは、 

トッピング用にも

少々使います。 

1.入れて 

2.ミキサーに 

 かけて 

3.できあがり♪ 
  (2歳くらいから 

  飾り付けに挑戦 

  できるよ) 

≪作り方≫ 
①コップにブルーベリーソースを入れる。 

②牛乳と冷凍のままのミックスベリーをミキサーにかけ撹拌する。 

③グラスに注いでホイップを搾り、ブルーベリーソースをかけ、 

  ベリーを盛る。(お好みでミントの葉を飾ると見栄えがよくなります) 
※ブルーベリーなどは小さいお子様にはあまり親しみがないかもしれませんが、 

 ブルーベリーソースを使うことによって甘く飲みやすい仕上がりにしています。 

3.まとめて 

 丸めて 

 (3歳くらいなると指先を使って 

  形を作るお手伝いができるよ) 

4.焼いて 

 できあがり♪ 

今月は、ほうれん草を使ったサクサククッキーと、簡単にできるドリンクをご紹介します。野菜が

苦手な子どもでも思わず食べてしまうようなおやつを、家族で楽しく作ってみて下さい！ 

浅川さんは家政福祉学類で

家庭科教員を、佐藤さんはこ

ども発達学類で保育士を目指

しています。

和洋女子大学連携企画
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今月の担当：和洋女子大学 家政福祉学類 3年 浅川 真紀

こども発達学類 4年 佐藤 菜摘
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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 

9月 10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 

※10月29日（木）～31（土）は、機器入替および 

 蔵書点検のため休館いたします。 

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

9月「介護、認知症について正しく学ぶ」 

「不動産トラブルと事前に防ぐ法律の知識」 

10月「芸術鑑賞のすすめ」 

「働く人のためのスポーツ講座」 

介護保険の上手な使い方 

  ～ケアマネ活用術～ 
日時 平成27年9月16日（水） 

 14：00～16：00（開場13：45～） 

場所 I-linkルーム2  

（ザ・タワーズ・イースト3階 

     行政サービスセンター内） 

 8/18（火）より受付中 

10月は草野球チームがテーマの

写真展を予定しています。 

 スポーツの秋！ 

『夏休み一日図書館員』では、7月の30

日、31日の2日間、計18人の頼もしい

小・中学生が、図書館の仕事を実際に体

験。カウンターから、暑さを吹き飛ばす

元気な声を聞かせてくれました。 

 
8月9日に行いました『本の世界に入って

みよう！』には、55人の方に参加してい

ただきました。不思議な世界に子供たち

は大興奮！ 笑顔、笑顔のイベントにな

りました。 

 

ご参加ありがとうございました！ 

おたのしみに！ 

9月は『かたらいべ 

    ～猫・写真・言ノ葉～』 
   9/1(火)～9/29(火)まで  

和洋女子大学連携企画


