
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７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。 

 

 

 

 

 

 

  

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

8

(りぼん)

13

(あのね)

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

26

(ぽぽ)

23

(青い鳥)

おはなし
ぽけっと

第1土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 7 4

2

(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 21 16

おはなしｻｰｸﾙ
あのね

第4土曜日
14：30～15：00

幼児・児童 28 25 23

おはなし
青い鳥

第2土曜日
11：00～11：30

幼児・児童 14 11

9

(ｸﾘｽﾏｽ)

劇団ぽぽ
第3土曜日

14：30～15：00
幼児・児童 21

16

(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 27 24

15

(ｸﾘｽﾏｽ)

市立図書館
おはなし室

女性ｾﾝﾀｰ
託児室
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かがく遊び講座（低学年向け） 
「シュワシュワぶくぶく入浴剤を作ってみよう」 

■７月２８日（金） 

重曹とクエン酸を使って実験し

ながらそれらの特徴を知り、その

特徴を活かして入浴剤を作りまし

た。きれいな色で良い香りの入浴

剤ができました。 

子ども読み聞かせ体験講座 
■７月２５日（火）・８月 １日（火） 全２回 

人前で読み聞かせをする
ことはとても勇気のいるこ
とです。ボランティアさんに
教えてもらったことに一生
懸命取り組んでくれました。 

かがく遊び講座（高学年向け） 
「磁石のパワーを感じよう！」 

■７月２８日（金）) 

 磁石が何に使われているか、

磁石の性質、磁石の歴史につい

て学びました。 

磁石を使って一人ひとりが個性的なおどるマスコ

ットを作り、みんな楽しそうに動かしていました。 

平成２９年度下半期 

１０月～１２月 催し物のお知らせ 

手づくり絵本講座 
■８月 ４日(金)・８月１０日(木) 全２回 

事前に描いてきてもらった画

用紙が、先生のお話を良く聞き

ながら作業して、素敵な自分だ

けの絵本になりました。２日目

は自分が作った絵本をみんなの

前で発表しました。 

 

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 

蚊のはなし 病気との関わり 上村 清／編 朝倉書店 498 カ 市立図書館 

そこが知りたい! 
日本の警察組織のしくみ 

古谷 謙一／監修 朝日新聞出版 317 ソ 市立図書館 

きちんと切ると料理はもっとおいしい 中村 奈津子／著 主婦と生活社 596 ナ 女Ｃ図書室 

幻の黒船カレーを追え 水野 仁輔／著 小学館 383 ミ 福沢図書室 

児
童
書 

おいしゃさんがこどもだったとき 中川 ひろたか文 保育社  Ｅオ 市立図書館 

ボンネットの下を 
のぞいてみれば… 

エスター・ポーター／文，
アンドレス・ロザノ／絵 

六耀社 Yo E ボ 市立図書館 

ビブリオバトルへ、ようこそ! 
濱野 京子／作， 
森川 泉／絵 

あかね書房 Yo 913ハ 女Ｃ図書室 

じいちゃんバナナ 
ばあちゃんバナナ 

のし さやか／作・絵 
ひさかたチャ

イルド 
E ジ 福沢図書室 

 

南足柄市立図書館 

図書館報 号 116

次号は 1/1 発行 

１０月２７日～１１月９日は『読書週間』です。 

2017 読書週間 標語「本に恋する季節です！」 

南足柄市立図書館では児童図書に「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 ３日（木） 

カウンター体験や本のカバーかけ、

クイズ形式のレファレンスにも挑戦

しました。 

図書館の裏側を少し

知ってもらえたかな？ 

❖～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 ３日（木） 

図書館内を見学しながら、
図書館の本はどうやって
並んでいるのかを知り、ク
イズをチーム別に解いて
もらいました。みんなで力 
を合わせ、宝箱を見つけることができました。 

みなさまお誘い合わせの上、ご参加ください。 
 

12/２,9,15,16 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 】 

【 映画会の日程 】 

12 月２４日（日） 冬休み子ども映画会 

 

日 時 
１０月２３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 
「日本むかしばなし」 

「パネルシアター」他 

演じ手 おはなし青い鳥 

 

【第15回 大人におくるおはなし会 】 

「楽しくてためになる 

親子参加の絵本講座」 
すぐにできるおうちで絵本 親子いっしょ・入門編 

１０月 １５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/ 



「映 画 会」 
時間 11：30 ～ 13：25   

  

2011 年度 「新藤兼人賞」金賞受賞作品! ! 
 

原作：清水久典「死にゆく妻との旅路」(新潮文庫 2003.09) 
出演：三浦友和 石田ゆり子 
 
多額の借金を背負い、必死に職探しをする夫と末期がんの妻の死
を見つめながら続けた 272 日間 6 千キロの最初で最後の旅路。 

 

 

 

◆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。（小学生以下）  

※演目は変更になる場合があります 

時間 演じ手 演目 

10：30～11：00 おはなしぽけっと 

・紙芝居「ももたろう」 

・エプロンシアター「アンパンマン」 

・ペープサート「おおかみと７ひきのこやぎ」 

 手遊び など 

11：30～12：00 おはなしサークルあのね ・大型絵本「へんしんオバケ」とへんしん言葉遊び など 

13：30～14：00 おはなしサークルりぼん 

・すばなし「口の大きなかえるの子」 

・紙芝居「うちのコロッケ」 

・人形劇「赤いわけ 白いわけ 黒いわけ」 

・パネルシアター「かえることば」 

・大型紙芝居「ブレーメンの音楽隊」 

 

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 

※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。  

「としょかんまつり総合案内」 

「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。  

 

 時間 催し物等 会場 ＊  

午
前 

10：00～12：00 竹細工 ④ １Ｆ新聞閲覧席 竹の会（小瀬村博さん） ● 

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 ● 

11：30～12：00 特別おはなし会 ① １F おはなし室 おはなしサークルあのね ● 

10：30～12：00 紙袋でオリジナルバック作り ⑤ ３Ｆ学習閲覧室 図書館応援し隊 ● 

11：30～13：25 映画会「死にゆく妻との旅路」 ⑥ ３F 視聴覚室   

午
後 

13：30～14：00 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 ● 

13：00～15：00 おりがみ工作 ④ １Ｆ新聞閲覧席 おはなしボランティア ● 

13：00～14：30 
クリスマスオーナメント 
～平面ブーツで飾ろう～ ⑤ ３Ｆ学習閲覧室 図書館応援し隊 ● 

終

日 

10：00～15：00 おたのしみ袋 ③ １Ｆエントランス   

10：00～15：00 地下書庫資料紹介 ② １Ｆカウンター横   

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

10：00～15：00 手づくり絵本展示 ③ １Ｆエントランス 
夏休みの「手づくり絵本

講座」受講者作品 
 

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

 

「竹細工」 
時間 10：00～12：00   

場所 １Ｆ新聞閲覧室     
「ブンブンゴマ」や「竹とんぼ」 
が作れます。じょうずにまわせたり、とば
せるかな？ 

「おりがみ工作」 
時間 13：00～15：00   

場所 １Ｆ新聞閲覧室     

サンタクロースやクリスマスツリー 

などが作れます。かわいく作れるかな？ 

「紙袋でオリジナルバック作り」 
時間 10：30～12：00    

場所 ３Ｆ学習閲覧室     

図書館応援し隊による工作です。 

紙袋を使ったオリジナルバックが作れます。 

「クリスマスオーナメント」 
時間 13：00～14：30   

場所 ３Ｆ学習閲覧室     
図書館応援し隊による工作です。 
ブーツ型のクリスマスオーナメントの飾り
が作れます。 

スタンプが  
もらえます！  


