
 

 

 

 

 

 

  

会場 演じ手 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

8 12 10

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
23 27 25

おはなし
ぽけっと

第1土曜日
14：30～15：00

幼児・児童 4 1 6,23

おはなし
ビスケット

第3土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 18 15 20

おはなしｻｰｸﾙ
あのね

第4土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 25 22 27

おはなし
青い鳥

第2土曜日
14：30～15：00

幼児・児童 11 8 13

劇団ぽぽ
第3土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 18 15 20

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

15：30～16：00
幼児・児童 24 28 19

市立図書館
おはなし室

女性ｾﾝﾀｰ
託児室
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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４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 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 

 

【 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５日(火)・８月１２日(火) 全２回 

「人前で演じるのは

緊張したけれど、楽

しかった。」と感想を

述べてくれました。 

手づくり絵本講座  

「世界にたったひとつ」 
■７月２５日(金)・８月１日(金)全２回 

写真を題材にした作

品や、日常の思い出を題

材にした作品、それぞれ

素敵な絵本にしあがり、

発表も上手にできまし

た。 

 

一日図書館員入門 
■８月７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やったよ。 

 

平成２６年度下半期の 

１０月～１２月 催し物のお知らせ 

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。 

【 映画会の日程 】 

11 月 3 日（月） 読書週間特別映画会 

12 月 21 日（日） 冬休み子ども映画会 

 

 

日 時 
10 月 27 日（月）9：40 開場 

10：00～12：00 予定 

場 所 女性センター研修室 

内 容 
語り「ごんぎつね」 

「オルフェウスのたてごと」 

演じ手 おはなし青い鳥 

 

 

【第12 回 大人におくるおはなし会 】 

図書館探検隊 
■８月７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。何か発見したの

かな？ カウンター体

験も楽しかったよ。 

 

１０月２７日（月）～１１月９日（日）は『読書週間』です。 

2014 読書週間 標語「めくる めぐる 本の世界」 

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。 
テーマは“ はらはら どきどき わくわく ”です。 

 

科学あそび 

「小さな世界をのぞいてみよう！ 

ペットボトルで顕微鏡」 
■７月３０日(水) 午前 

ペットボトルが顕微

鏡に大変身したよ。ミク

ロの世界に、みんなわく

わくしながら取り組ん

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 

学校図書館活用 
あらかわモデルプラン 

荒川区／編 国土社 017 ｶﾞ 市立図書館 

虹の岬の喫茶店 森沢 明夫／著 幻冬舎 913.6 ﾓ 市立図書館 

世界遺産百科 
コリンズ・バーソロミ
ュー／著 

柊風舎 R 709 ｾ 
女性ｾﾝﾀｰ 
図書室 

探偵工女 翔田 寛／著 講談社 913.6 ｼ 市立図書館 

児
童
書 

目でみる単位の図鑑 丸山 一彦／監修  東京書籍 Yo 42 ﾒ 市立図書館 

ヘレン・ケラーのかぎりない夢 
マット・タヴァレス／
絵 

国土社 Yo E ﾍ 市立図書館 

思い出のマーニー 
ジョーン・G.ロビンソ
ン／[著] 

岩波書店 93 ﾛ 
女性ｾﾝﾀｰ 
図書室 

どんぐりむらのほんやさん なかや みわ／さく 
学研教育
出版 

E ﾄﾞ 福沢図書室 

 
～市では「読書のまち 南足柄」を推進しています～

 

楽しくてためになる絵本講座 

「おうちｄｅ絵本 2」親子いっしょ篇 

１０月２６日（日） 
10：30～11：30 

＊詳しくは、広報・ホームページをご覧ください 

南足柄市立図書館 

図書館報 号 104

次号は 1/1 発行 



 

 

 

3F 
学習閲覧室 視聴覚室 

11月29日（土）・11月30日（日） 

 午前１０時～午後 3 時 

おはなし室 

新聞閲覧席 

児童閲覧席 

1F  

1Ｆ

1 

2 4 

7 

3 みんなのトイレは、
少し広い トイ レで
す。ご利用ください。 

日時 催し物等 会場 ＊ 

11/29

（土） 

11：00～11：30 特別おはなし会 ①  １F おはなし室 劇団ぽぽ 

13：00～15：00 おりがみ教室 ②  １F 児童閲覧席 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 
⑦  

駐車場 

<※雨天のとき 

 １F 児童閲覧席> 
図書館応援し隊 

      

11/30

（日） 

10：15～12：20 映画会 ⑥  ３F 視聴覚室 映画『そして父になる』 

11：00～11：30 特別おはなし会 
①  １F おはなし室 

おはなし青い鳥 

13：00～13：30 特別おはなし会 おはなしビスケット 

13：40～15：00 石のデコパージュ ②  １F 児童閲覧席 瀬戸 忠さん 

13：40～15：00 竹細工 ④  １F 新聞閲覧席 小瀬村 博さん 

13：30～15：00 子どもおはなし会、落語 ⑥  ３F 視聴覚室 市民のみなさん 

 

特 別 お は な し 会 す け じ ゅ ー る  

11/29（土） 11：00～11：30 劇団ぽぽ 
語り「牛方とやまんば」、絵ばなし「りんごがたべたいねず

みくん」他 

11/30（日） 
11：00～11：30 おはなし青い鳥 素語り「ロバがたりない」、紙芝居「なきむしあんちゃ」 

13：00～13：30 おはなしビスケット 
大型絵本「めっきらもっきらどおんどん」、エプロンシアタ

ー「かくれんぼはだあれ」、絵本「世界中のこどもたちが」 

 

1F 

＊２Ｆは通常どおりです。 

 

2F 

「まつぼっくりで作るクリスマスツリー」 

日時 11/29（土）13：00～15：00   

場所 駐車場（※雨天のとき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」 

日時 11/30（日）13：40～15：00 

場所 １F 新聞閲覧席          

竹でステキな竹とんぼを作ります。 

自由に参加することができます。 

「石のデコパージュ」 

日時 11/30（日）13：40～15：00 

場所 １F 児童閲覧席          

石に模様や絵の切り抜きを貼って石の表面を飾り、コー

ティングして塗り重ねていくときれいな 

芸術品になります。 

◆スタンプラリー 

「入館」「特別おはなし会」「おりがみ教室」「子ども

おはなし会・落語」「まつぼっくりで作るクリスマスツ

リー」「石のデコパージュ」「竹細工」「ウルトラマン原

画・手づくり絵本展」で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 

イベント会場では、バルーンで

動物などの作品を作ったり、けん

だま体験ができます。 

 

日時 催し物等 会場 ＊ 

11/29

（土） 

11/30

（日） 

の２日間 

リサイクルブックフェア ⑥ ３F 視聴覚室 ※ 
図書館応援し隊・ 

学校図書室 
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 

イベント（けんだま、バルーンアート） ⑦  駐車場 

ウルトラマン原画・手づくり絵本展示他 ⑤  ３F 学習閲覧室 市民のみなさん 

スタンプラリー おはなしボランティア 

 

駐車場 

5 6 

※11/30（日）「リサイクルブックフェア」の会場は、1F 岡本サービスセンター前です。 

～ ～ 

『そして父 になる 』 
日時 11 月 30 日（日）  

10：15～12：20  

出演：福山雅治 尾野真千子  

真木よう子 ほか 

 


