
 

 

 

 

 

 

  

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 6 回目となります。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。 

※ 詳しくは、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 

かがく遊び講座（低学年向け） 
「みつばちのふしぎ～みつろうをつかってろうそくをつくろう～」 

■７月２８日(木) 
クロスワードパズルや紙
芝居で楽しく学びまし
た。はちみつの食べ比べ
では、花の種類で味がま
ったく違うことに驚いて
いました。 

子ども読み聞かせ体験講座 
■７月２６日(火)・８月 ２日(火) 全２回 

本好きな子ども達が
集まって絵本の読み聞か
せを行いました。おはな
しボランティさんに教え
てもらったことを活かし
発表できました。 

かがく遊び講座（高学年向け） 
「豆 まめ マメ」 

■７月２８日(木) 
２４種類の豆の標本

をつくり、それぞれの豆
の利用の仕方や原産地
を学びました。豆を飾り 
つけたクリップ作りは、一人ひとりのオリジナ
ルのクリップができあがり、みんな嬉しそうで
した。 

 

平成２８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 25 日（日） 冬休み子ども映画会 

 

 

日 時 
１０月２４日（月） 
午前  9 時 40 分開場 

午前 10 時～12 時予定 

場 所 女性センター研修室 

内 容 
“むしのむかしばなし”民話、 

昔話の語り、詩、その他 

演じ手 おはなし青い鳥 

 

 

【第14回 大人におくるおはなし会 】 

手づくり絵本講座 
■８月 ５日(金)・８月 9 日(火) 全２回 

今年度から２日間とも

市立図書館で行いまし

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。 

 

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 

I  love letter あさのあつこ／著 文藝春秋 913.6 ｱ 市立図書館 

季節のリハビリクラフト12か月 佐々木 隆志／監修 誠文堂新光社 369 ｷ 市立図書館 

重ねて煮るからおいしいレシピ 近藤 幸子／著 主婦と生活社 596 ｺ 
女性ｾﾝﾀｰ 
図書室 

キリンの子  鳥居歌集 鳥居／著 KADOKAWA ９１１ﾄ 福沢図書室 

児
童
書 

恐竜トリケラトプス 
とテリジノサウルス 

黒川  みつひろ／
作・絵 

小峰書店 Yo E ｷ 市立図書館 

サリバン先生とヘレン 
デボラ・ホプキンソン／文， 
ラウル・コローン／絵 
こだま ともこ／訳 

光村教育図書 Yo E ｻ 市立図書館 

プーさんとであった日 
リンジー・マティック／ぶん， 
ソフィー・ブラッコール／え，
山口 文生／やく 

評論社 E ﾌﾟ 
女性ｾﾝﾀｰ 
図書室 

うんこちゃんようちえんへいく のぶみ／さく ひかりのくに Ｅウ 福沢図書室 

 

「こころを育む読み聞かせ講座」 
～たったふたつのたいせつなこと～ 

１０月 １６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 112

次号は 1/1 発行 

１０月２７日～１１月９日は『読書週間』です。 

2016 読書週間 標語「いざ、読書。」 

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。 

一日図書館員入門 
■８月 ４日(木) 

図書館内を見学して、

カウンター業務体験を経

験しました。本にカバー

をかけたり、クイズ形式

のレファレンスも体験し

ました。 

 

❖～市では「読書のまち 南足柄」を推進しています～❖ 

としょかんたんけんたい 
■８月 ４日(木) 

図書館内を見学、普段

は入れない地下の書庫も

探検しました。みんなで

力を合わせて地図を完成

させ宝物のありかまでた

どりつけました。 

 

 



 

 

 

◆リサイクルブックフェア  

10：00～12：00 まで入場規制になります。  

１０月２９日（土）10：00～12：00 の間、市立図書館

3F 視聴覚室にて整理券を配布します。なくなり次第終了

いたします。小学生以上は入場整理券が必要です。  

◆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。  

◆バルーンアート 

バルーンで動物などの作品を作ってくれます。 

 

特 別 お は な し 会 す け じ ゅ ー る  

10：00～10：30 おはなし青い鳥 

・すがたり「だごだごころころ」 

・絵本「ふしぎなタネヤさん」 

・紙芝居「くまくんはみかんがきらい？」 

・パネルシアター「ぽんぽん山の月」 

11：00～11：30 劇団ぽぽ 

・語り「牛方とやまんば」 

・絵本「ぼく、お月さまとはなしたよ」 

・紙芝居「ほねほねマン」 

・パネルシアター「ころころ パンケーキ」 

・ペープサート「こんばんはお月さま」 

13：00～13：30 おはなしビスケット 

・絵本「おしくら・まんじゅう」 

・絵本「しりとりあそび しろとくろ」 

・大型絵本「どうぞのいす」 

・エプロンシアター「ジャックと豆の木」 

・パネルシアター「ぞうのパンやさん」 

 

「大人の朗読会」 

時間 10：30～11：00        

場所 ３F 視聴覚室            

対面朗読を行っている「やまびこ」による朗読

会です。ふるさとの民話、笛吹峠等。 

「紙皿を使ったクリスマスの絵皿」 

日時 13：30～15：00          

場所 １F 児童閲覧席           

図書館応援し隊による工作です。紙皿でステキな

絵皿の飾り物を作ります。 

「工作ひろば」 

時間 10：00～15：00         

場所 １Ｆ新聞閲覧室           

おりがみ、ぱくぱくカードなど図書館の本をつか

っていろいろ作れるコーナーです。 

 時間 催し物等 会場 ＊ 

午
前 

10：00～10：30 特別おはなし会 ① １F おはなし室 おはなし青い鳥 

10：00～12：00 バルーンアート ② １F 児童閲覧席 
南足柄市 

ジュニアリーダーズクラブ 

10：30～11：00 大人の朗読会 ⑥ ３F 視聴覚室 やまびこ 

11：00～11：30 特別おはなし会 ① １F おはなし室 劇団ぽぽ 

午

後 

12：30～14：45 映画会『蝉しぐれ』 ⑥ ３F 視聴覚室  

13：00～13：30 特別おはなし会 ① １F おはなし室 おはなしビスケット 

13：30～15：00 
紙皿を使った 

クリスマスの絵皿 
② １F 児童閲覧席 図書館応援し隊 

終

日 

10：00～15：00 リサイクルブックフェア ※ ⑤ ３Ｆ学習閲覧室 図書館応援し隊 

10：00～15：00 図書館活動発表コーナー ③ １Ｆエントランス 各ボランティア 

10：00～15：00 手づくり絵本の展示等 ③ １Ｆエントランス  

10：00～15：00 工作ひろば ④ １Ｆ新聞閲覧席 おはなしボランティア 

10：00～15：00 本のお楽しみ袋 ♡ １Ｆカウンター横  

10：00～15：00 スタンプラリー ★ １Ｆ入口 おはなしボランティア 

 

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 

時間 12：30～14：45 
 

原作：藤沢周平 
出演：市川染五郎、木村佳乃 
2005 年公開作品 

「映 画 会」 
 

※当日は、視聴覚の利用ができません。ご理解いただきますようお願いいたします。  

※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。  

 

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。  

「スタンプラリー受付」 

 

♡借りてみないと分からない！？  

本のお楽しみ袋  

年齢、テーマ別に図書館員が選んだ本を袋

に詰めました。中身は借りるまでのお楽し

みです。限定 40 袋。貸出には図書館の利用

カードが必要です。  

http://01.gatag.net/img/201505/08l/gatag-00003587.jpg

