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 お探しのお手伝いに・・・ 

 パスファインダー(調べ方案内)をどうぞ！ 

パスファインダーの内容としては、調べるためのキーワードや、本(参考図書 等)、

データベース、インターネット、関連機関などをご紹介しています。 

どういった言葉で、どのような媒体を使うか、さまざまな角度から自分で調べるた

めのきっかけ探し、または道しるべとなるような情報を提供できるよう図書館員が

作成しております。 

駅南図書館は、現在５つのテーマのパスファインダーを用意しており、

来館者の方々にご利用いただいております。(※テーマは下記参照) 

設置場所は自動ドア入口の入ってすぐ左側で、パスファインダー専用

のラックに入っています。 

２月には「市川市の歴史」をテーマにしたものを新たに追加予定です

ので、楽しみにしていてくださいね。 

これを機会にパスファインダーをぜひご活用ください！ 

パスファインダー(pathfinder)とは、“道（path)”を“見つける人（finder)”という

意味で、一般的には｢開拓者・草分け」などと訳されます。 

図書館では、あるテーマに関する資料や情報を探すための手引きのことを言

い、お助けツールとして利用者の方々に提供しています。 

―駅南のパスファインダーリスト― 

○「世界の国々の基本情報」を調べよう 

○「子どもの病気について調べる」      

○「職場のメンタルヘルス」の調べ方     

○「相続」について調べる            

○「仕事情報」の調べ方             

○「市川市の歴史」を調べる(※2月追加予定) 
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住所・・・末広 １－１－３１

電話・・・０４７－３５８－９０１１

交通・・・東西線行徳駅から徒歩５分

パソコンルーム

電車から見える建物 入口正面

視聴覚コーナー 児童コーナー

洋書コーナー

図書館紹介

Library ⑤ 行徳図書館

施設概要

・開館時間・・・火曜～金曜 １０：００～１９：３０

土･日･祝 １０：００～１７：００

・休館日・・・月曜（祝日と重なった場合は火曜が休館） 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・・・１４７,５３３冊（一般書 １０９,４１８冊 児童書 ３８,１１５冊）

・閲覧席・・・１７２席 ・利用者端末・・・６台 ・駐車場・・・共有 ６９台

・館内エレベーターあり （『市川市の図書館 ２０１４』より抜粋）

特色
・２階は児童書・雑誌・新聞・視聴覚資料フロア

・３階は一般書のフロア

・４階にある独立した閲覧室

・パソコンを持ち込めるパソコンルームの設置

・他言語の勉強にも使える洋書コーナー

・毎週水曜日にえほんの会の実施

（月の最終水曜日のみ、おはなし会を実施）

行徳図書館から一言

行徳図書館は、前身である行徳分館として昭和３９（１９６４）年に開館しました。その後、２回の

移転を経て現在の建物に移り、昨年２５周年を迎えました。行徳地域だけではなく、市川市の南

部地域の拠点館として、これからも多くの方々にご利用いただけますよう、サービスの充実に努

めてまいります。

行徳には古くからの寺町など見どころがたくさんあります。散策などでお近くにお越しの際には、

是非お立ち寄りください。お待ちしております。

ポニー

ビル

行
徳
支
所

スー

パー

行徳駅

行徳図書館

市川・浦安バイパス
地図

和洋女子大学連携企画

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5回目です。

1月のおやつ 鶏団子と大根のさっぱりスープ と バナナケーキ

1.まぜて

4.味を調えて

できあがり♪

1.つぶして
(４歳くらいになると

フォークを使って

お手伝いができるよ)

2.まぜて

4.焼いて

できあがり♪
(粗熱が取れてから

型から出してね♪)

3.ひと煮立ち

させて

2.鶏団子を

入れて

(コンソメキューブを通常

より薄めてあるため、お好

みの味に調節してね♪)

(３歳くらいから

ヘラを使って混ぜる

お手伝いができるよ)

(２歳くらいから

バナナを飾り付ける

お手伝いができるよ)

3.のせて

今月は、寒い冬にぴったりな鶏団子を使ったさっぱりスープと簡単バナナケーキを紹介します。こどもが

食べやすいやさしい味のおやつを家族で楽しく作ってみてください！

≪材料≫
水

鶏ひき肉

生しいたけ

大根

味噌

600ｍｌ

150ｇ

3個

5ｃｍ

小さじ1

(4人分) ミックスベジタブル(冷凍)

コンソメキューブ

塩・胡椒

醤油

片栗粉

水(片栗粉用)

大さじ2

1個

少々

小さじ1

大さじ1

大さじ2

≪作り方≫

①大根の皮をむき1ｃｍ角に切る。水と大根を鍋に入れてふた

をし、大根が軟らかくなるまで、強火から弱火で5分ほど煮る。

②生しいたけの石づきをとり、みじん切りにして、

鶏ひき肉と味噌とともに混ぜ合わせる。

※生しいたけは、しめじや平茸でも代用できます。

③①にコンソメキューブを入れ、よくとかす。

弱火にして、②をティースプーンを使って

一口大の大きさにして、鍋に入れていく。

④冷凍のミックスベジタブルと水に溶かした片栗粉を入れ、

強火でひと煮立ちさせる。

⑤火を止め、塩や胡椒、醤油で味を調えたら完成！

(18ｃｍケーキ型)≪材料≫
完熟バナナ

卵(Lサイズ)

砂糖

50ｍｌ

20ｇ

200ｇ

中1.5本

1個

大さじ2

牛乳

バター

ホットケーキミックス

≪作り方≫

①バターを600Wの電子レンジで30～40秒加熱し、

溶かしバターにする。

②オーブンを180℃に予熱しておく。型にバターを塗り、

ホットケーキミックス小さじ1程度を型全体にまぶして

おく。その時に、余計な粉は、はたいておく。

③ボールにバナナ1本(残りの半分は飾り用にとっておく)を

入れ、フォークでつぶす。砂糖、卵、牛乳、溶かしバターを

順に加え、その都度よく混ぜる。

④ホットケーキミックスを2回に分けて入れ、その都度よく混ぜる。

⑤型に入れ、空気を抜き、薄く切った(5mｍ程度)飾り用バナナ

を乗せ、180℃のオーブンで25分焼く。

⑥爪楊枝をさして何もついてこなければ完成！

今月の担当：和洋女子大学 家政福祉学類 3年 瀧口 愛

こども発達学類 4年 佐藤 菜摘

★焼く時のコツ★

・バナナは生地に埋め込むよう

に飾ると、焼きあがった時に

浮いてきません。

・表面に焼き色がついたところで

アルミホイルを被せると、焼け

過ぎを防ぐことができます。
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１月「新成人へ薦める本」

「一流社会人への道」

２月「温泉のススメ」

「パソコンのいろは」

11月に行いました「私のおすすめの一冊」

へのご応募ありがとうございます。

51冊の本をすてきなコメントともに紹介して

いただきました。

12月20日には冬のおたのしみ会を開催いた

しました。人形劇団ポポロによる人形劇の

上演に、32人の方に参加していただきました。

ありがとうございました！

迎春☆寄席の三味線と太神楽
日時 平成28年1月10日(日)

時間 10：00～11：30（開場9：45）

場所 I-linkホール

（ザ タワーズ イースト3階

行政サービスセンター内）

定員 40名（中学生以上）

定員に達したため受付

を終了しました。

私たちの故郷を描こう
――岩手県大槌町と

大船渡市の児童絵画展――

1/5（火）～1/28（木）
※開催期間中の休館日1/12,18,25

入場無料

1月 2月

市川駅南口図書館カレンダー

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

→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

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

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
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