
 

 

 

 

 

 

  

会場 演じて 曜日と時間 対象 10月 11月 12月

おはなし
ボランティア

第2水曜日

11：00～11：30

1・2歳児

と保護者
11

(ぽけっと)

9

(ﾋﾞｽｹｯﾄ)

おはなし
ボランティア

第4木曜日

11：00～11：30

1・2歳児

と保護者

22

(あのね)

26

(青い鳥)

おはなし
ぽけっと

第1土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 3 7

5、23

(ｸﾘｽﾏｽ)

おはなし
ビスケット

第3土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 17 21 19

おはなしｻｰｸﾙ
あのね

第4土曜日
14：30～15：00

幼児・児童 24 26

おはなし
青い鳥

第2土曜日
11：00～11：30

幼児・児童 10 14
12

(ｸﾘｽﾏｽ)

劇団ぽぽ
第3土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 17 21

20

(ｸﾘｽﾏｽ)

福沢ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
児童室

おはなしｻｰｸﾙ
りぼん

第4金曜日
11：00～11：30

幼児・児童 23 27
18

(ｸﾘｽﾏｽ)

市立図書館
おはなし室

女性ｾﾝﾀｰ
託児室

みなさまお誘い合わせの上、ご参加ください。 
＊会場をお間違えのないようお気をつけください。 

おはなしボランティアや図書館応援し隊の皆さんのご協力により開催して

いる「としょかんまつり」は、今年で５回目となりました。読書活動の推進を

図りながら、来館される方々に本との出会いを楽しんでいただけるよう、様々

なイベントを行います。 

ご家族や友達と一緒に遊びに来てください。 

時 間 
28 日（土） 午後１時  ～午後３時 

29 日（日） 午前１０時 ～午後３時 

場 所 南足柄市立図書館 

内 容 「みなみ風」２，３面をご覧ください 

 

は、クリスマス特別おはなし会です。 

時間が変更になりますのでお気をつけください。 

【 おはなし会スケジュール 】 

発行 南足柄市立図書館 南足柄市塚原１６１９-１ TEL 0465-73-1251 

子ども読み聞かせ体験講座 
「子どもおはなし会をやってみよう」 
■８月 4 日(火)・８月 7 日(金) 全２回 

「人前で演じるのはド

キドキしたけれど、楽し

かった。」とみんなお気

に入りの本で発表しま

した。 

 

手づくり絵本講座 「世界にたったひとつ」 
■7 月 23 日(木)・7 月 29 日(水)全２回 

今年度から、２日目の

発表会は市立図書館の視

聴覚室で行いました。11

月に行われるとしょかん

まつりにも展示される予

定です。 

一日図書館員入門 
■８月 6 日(木) 午後 

図書館の人は普段どんな
仕事をしているのかな？ 
みんな、真剣に本のカバー 
がけやカウンター業務に取り組んでいました。 
クイズ形式のレファレンスも体験したよ。 

 

平成２７年度下半期 

１０月～１２月 催し物のお知らせ 

【 映画会の日程 】 

12 月 27 日（日） 冬休み子ども映画会 

 

 

日 時 

１０月２６日（月） 

午前 9 時 40 分開場 

10 時～12 時予定 

場 所 女性センター研修室 

内 容 民話「乙女峠」、素語り「白いハト」 

演じ手 おはなし青い鳥 

 

 

【第13回 大人におくるおはなし会 】 

図書館探検隊 
■８月 6 日(木) 午前 

海賊の帽子をかぶっ

て普段は入れない地下

書庫にも入って探検し

たよ。さて宝物は発見で

きたかな？カウンター

体験も楽しかったよ。 

 

 

かがく遊び（低学年） 
低学年『 作って ワクワク！あそんで ドキドキ！イライラ棒 』 

■７月 30 日(木) 午前 

集中力がためされるゲーム

機を作りました。くねくねま

がった針金にふれると音が鳴

ってしまうので、みんな夢中

で取り組んでいました。 

 

さわやかで暖かな話題をみなみ風にのせて･･･  

 

 
 

題 名 著者名 出版者 請求記号 所蔵館 

一
般
書 

東京周辺子どもとおでかけ 
日帰りハイキング 

― 昭文社 291 ﾄ 市立図書館 

あっ!命の授業 ゴルゴ松本／著 廣済堂出版 159 ｺﾞ 市立図書館 

食堂のおばちゃん 山口 恵以子/著 
角川春樹
事務所 

913.6 ﾔ 
女性ｾﾝﾀｰ 
図書室 

60 代の生き方・働き方 
第二の人生を楽しむ心得帖 

阿部 絢子／著 大和書房 366 ｱ 福沢図書室 

児
童
書 

世界のともだち 01 ルーマニア 長倉 洋海／写真・文 偕成社 Yo 38 ｾ 市立図書館 

昔の玩具大図鑑 井上 重義／監修 
PHP 研究
所 

75 ﾑ 市立図書館 

くまのアーネストおじさん  
とセレスティーヌ 

ガブリエル・バンサン／
原作，もり ひさし／訳 

BL 出版 Ｅｸ 
女性ｾﾝﾀｰ 
図書室 

ほねほねザウルス 14 
ぐるーぷ・アンモナイ
ツ／作・絵 

岩崎書店 913 ﾎ 14 福沢図書室 

 

楽しくてためになる大人向け絵本講座 

「おうちｄｅ絵本 2」親子いっしょ篇 

１０月 ２５日 （日 ）  

＊詳しくは、広報・ホームページをご覧ください 

http://lib.ed-minamiashigara.jp/ 

南足柄市立図書館 

図書館報 号 108

次号は 1/1 発行 

１０月２７日～１１月９日は『読書週間』です。 

201５読書週間 標語「いつだって、読書日和」 

南足柄市立図書館では今年も児童図書に「読書週間のコーナー」を設けました。 

かがく遊び（高学年） 
高学年『 LEDと和紙でつくるランプシェード 』 

■７月 30 日(木) 午後 

紙や灯の歴史について学

んだ後、ＬＥＤと和紙を使っ

たランプシェードを作りま

した。ランプの色が変わるの

がとても不思議でした。 

 

❖～市では「読書のまち 南足柄」を推進しています～❖ 



 

 

 

＊「みんなのトイレ」は、少し広
いトイレです。ご利用ください。 

◆スタンプラリー 

本の貸出や、いろいろな講座に参加するとスタ

ンプがもらえます。５個あつめるとプレゼントが

もらえるよ！ 

◆イベント 

１Ｆ新聞閲覧席では、バルーンで動物などの作

品を作ってくれます。自由に参加することができ

ます。 
 

 

※本の貸出には「利用カード」が必要になります。当日の利用者登録は、混雑が予想されます

ので、なるべく前日までに登録を済ませてください。  

日時 催し物等 会場 ＊ 

11/28

（土） 

13：00～13：30 特別おはなし会 ①  １F おはなし室 おはなしサークルりぼん 

13：30～15：00 おりがみ教室 ①  １F おはなし室 おはなしサークルりぼん 

13：00～15：00 
まつぼっくりで作る 

クリスマスツリー 
②  １F 児童閲覧席 図書館応援し隊 

14：00～14：30 朗読会 ⑥  ３F 視聴覚室 やまびこ 
      

11/29

（日） 

10：30～11：00 特別おはなし会 ① １F おはなし室 おはなしぽけっと 

10：30～11：50 映画会 ⑥  ３F 視聴覚室 映画『武器よさらば』 

11：00～14：30 竹細工 ②  １F 児童閲覧席 小瀬村 博さん 

13：00～14：00 
特別おはなし会 

子どもおはなし会 
①  １F おはなし室 

おはなしサークルあのね 

図書館講座参加の小学生 

13：00～14：30 映画会 ⑥  ３F 視聴覚室 映画『父の詫び状』 

10：30～14：30 イベント（バルーンアート） ④  １F 新聞閲覧席 
南足柄市 

ジュニアリーダーズクラブ 

※お願い  駐車場台数に限りがあります。なるべく公共交通機関をご利用ください。 

特 別 お は な し 会 す け じ ゅ ー る  

11/28（土） 13：00～13：30 おはなしサークルりぼん 

・大型手作り紙芝居「ブレーメンの音楽隊」 

・パネルシアター「おこりんぼ」・絵ばなし「どんぐり」 

・素ばなし「おなかのかわがやぶれたかえる」 

・ボードシアター「つみき」 

11/29（日） 

10：30～11：00 おはなしぽけっと 

・大型絵本「ゆかいな３人組」 

・紙芝居「かっぱのむこどの」 

・ペープサート「三びきのやぎのがらがらどん」 

13：00～14：00 
おはなしサークルあのね 

図書館講座参加の小学生 

・ペープサート「はんぶんあげてね」 

・おさらシアター「おはなしあそび」 

≪子どもおはなし会≫ ※内容は当日のお楽しみ 

 

日時 催し物等 会場 ＊ 

11/28

（土） 

午後から 

11/29

（日） 

の２日間 

リサイクルブックフェア  28 日(土)13：30～15：00 

29 日(日)10：00～15：00 ⑤  ３F 学習閲覧室 
図書館応援し隊 

市立図書館 

図書館応援し隊 

学校図書室活動発表コーナー ③  1Ｆエントランス 
図書館応援し隊 

学校図書室 

手づくり絵本展 ＊ガラスケースに展示 ③  1Ｆエントランス 手づくり絵本講座参加児童 

スタンプラリー 1Ｆ入口 おはなしボランティア 

 

28 日（土） 午後１時  ～午後３時 

29 日（日） 午前１０時 ～午後３時 

 

11月28日（土）・11月29日（日） 

 

「まつぼっくりで作るクリスマスツリー」：② 

日時 11/28（土）13：00～15：00   

場所 １F 児童閲覧席             

まつぼっくりで、かわいいクリスマスツリーを 

作ります。自由に参加することができます。 

「竹細工」：② 

日時 11/29（日）11：00～14：30  

場所 １F 児童閲覧席          

竹でステキなコマや竹とんぼを作ります。 

自由に参加することができます。 

「朗読会」：⑥ 

日時 11/28（土）14：00～14：30  

場所 3F 視聴覚室            

「あした元気になるために  人生の時間旅行」 

「でんでん虫のかなしみ」「くもの糸」 

「おりがみ教室」：① 

日時 11/28（土）13：30～15：00  

場所 １F おはなし室           

おりがみでステキな作品を作ります。 

自由に参加することができます。 

～午前の部～ 

『武器 よさらば 』 
日時 11 月 29 日（日）  

10：30～11：50   
原作：ヘミングウェイ 
出演：ゲーリー・クーパー 

ヘレン・ヘイズ 

 

おはなし室 

新聞閲覧席 

児童閲覧席 
1F カウンター 

1Ｆエントランス 

1F 

3F 学習閲覧室 視聴覚室 

休憩コーナー 

1 

3 2 4 

6 5 

★ 

★としょかんまつり総合案内 
 スタンプラリー受付 

「映 画 会」：⑥ 
 ～午後の部～ 

『父の詫び状 』 
日時 11 月 29 日（日）  

13：00～14：30  
原作：向田邦子 
出演：杉浦直樹 沢村貞子 


