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申込みが
必要です

―図書館のお仕事を半日体験―
図書館では、どんな仕事をしているのかな？
昨年好評だった「夏休みプチ１日図書館員」を今年も募集します！
この夏休み、図書館員の仕事を少しだけ体験してみませんか？
本の貸出・返却、普段は入れない書庫（本の倉庫）の見学もできます。
本が好きな子、将来図書館で働いてみたい子、みんな集まれ！

プチ１日図書館員に参加ご希望の方は、
①～⑥の中よりご希望の日時を１つ選び、下記
の要領にてお申込みください。

●体験時間●
①７月２４日（水）１０：００～１２：００
②７月２４日（水）１４：００～１６：００
③７月２５日（木）１０：００～１２：００
④７月２５日（木）１４：００～１６：００
⑤７月２６日（金）１０：００～１２：００
⑥７月２６日（金）１４：００～１６：００

●募集人数

各回先着１０名

●対

象

市内在住の小・中学生

●受

付

７月１０日（水）から

電話、または図書館本館の窓口にて
℡

０４－２９６４－２４１５（本館）

あの名作「三匹のこぶた」を、人形劇で楽しみませんか？
紙の世界から抜け出して人形たちがいきいきと動きまわります。
アニメや絵本とはまた違った魅力が盛りだくさん！
日時

平成 25 年 8 月 3 日(土)
開演午後 3：00 ＜上演時間約 50 分＞
(開場 午後 2：30 開場)

場所

産業文化センターB 棟２階

定員

先着１２０名

上演

㈱オフィスやまいも

研修室 A・Ｂ

全て
駐車場が狭いため、

入場無料・

公共交通機関を

予約不要！

ご利用ください。

★ウィークエンド・シネマ★
名作を大画面でお楽しみいただけます。
時間 午後２：００～
場所 ２階視聴覚室（定員１２０名）
◆７月 6 日（土） 「黄色いリボン」
（米）
字幕スーパー/カラー／１０３分
◆７月 20 日（土） 「見知らぬ乗客」（米）
字幕スーパー/白黒／１0１分
◆８月３日（土） 「三万両五十三次」
（日）
日本語/白黒／６５分
◆８月１７日（土） 「雨月物語」（日）
日本語/白黒／９７分
◆９月７日（土） 「ジャズ・シンガー」（米）
字幕スーパー/白黒／８８分
◆９月２１日（土） 「お茶漬けの味」
（日）
日本語/白黒／１１５分

★夏のおたのしみ会★
親子で本の世界を楽しみましょう！
日時 ７月２５日（木）午前１０：３０～
場所

金子公民館２階会議室（定員 60 名）

※１ パネルシアター「みんなおばけ」
※２ ペープサートなど。
協力：読み聞かせボランティアグループ「茶の花」

★夏休み子ども映画会★
アニメの原点にふれてみませんか？
日時

８月１日（木）午前１０：３０～

場所

金子公民館１階集会室（定員 170 名）

名作アニメーション「バンビ」
（70 分）
駐車場が狭いため、公共交通
機関をご利用ください。

★夏の子ども映画会★
子ども向けアニメの上映です。ご家族でお楽しみ
ください。

時間 午前１０：３０～
場所 ２階視聴覚室（定員１２０名）
◆７月２７日（土）
「なかよしキッズのタイムスリップ」
ディズニー・アニメ「空とぶマウス」
◆８月 2４日（土）
「トッピイと森の仲間たち」
「１０ぴきのかえるのなつまつり」

★夏のおはなし会スペシャル★
いつものおはなし会のスペシャル版！

（５１分）

日時

７月２７日（土） 午前１１：００～

場所

藤沢公民館２階 洋室Ｃ・Ｄ（７０名）

大型絵本「バルボンさんのおでかけ」
※１ パネルシアター
（４０分）

※３ かわり絵 紙芝居など
協力：読み聞かせボランティアグループ「トトロ」

※１

パネルシアターとは？

パネルに絵を貼ったり、外したりすることで物語を展開させる表現方法。

※２

ペープサートとは？

紙に絵を描き、棒に貼り付け動かし、演じる紙人形劇。

※３

かわり絵とは？

紙に描いた絵が、折り方や畳み方によっていろいろ変わるおもちゃ。

★子ども映画会★藤沢公民館共催
どなたでもご鑑賞できます。
日時

７月２４日（水）午前９：００～

場所

藤沢公民館（定員 1９0 名）

「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」
（１４２分）

おやこ

どくしょあんない

親子のための読書案内

親子のための読書案内
ことし

あつ

なつ

なつ

えほん

しょうかい

今年も暑い夏がやってきました！！ そんな夏におすすめの絵本を 紹 介します！

「アリからみると」
くわはらりゅういち

桑原 隆 一

著

くりばやしさとし

栗林 慧

「くさる」
写真

なかのひろたか 著
ふくいんかんしょてん

ふくいんかんしょてん

福音館書店

福音館書店 ≪ふ 1≫
ちい

なつ

とても小さいアリは、いつもどんな
せかい

ほ

ひ

ん

≪ふ 1≫

もの

夏のある日、たべ物のごみをすて

み

なか

世界を見ているのだろうか！？

わすれたら、へやの中がくさくなっ

せかい

つち

アリの世界をのぞいてみよう！

てしまったので、おかあさんが土にうめた。
でも、土にうめたあと、たべ物はどうなるのかな？

＊アリの視点から、様々な生き物を観察する絵本です。
他の図鑑には掲載されていない、生き物の細部がアリの目を
通して写し出されています。文字数は少ない絵本ですが、アリ
のつぶやきがおもしろい。
視点を変えるだけで世界がこんなにもちがう・・・
そんな面白さも味わえる 1 冊です。

＊「腐る」というテーマを基に食物連鎖についてわかりやすく
書かれた絵本です。
地球上の生き物が生まれて死んでいく仕組みを、楽しく
学習することが出来ます。

図書館では、子どもたちに本の楽しさを感じてもらうため、絵本･紙芝居の読み聞かせ、手遊び、おりがみ
などを「おはなし会」の中で行っています。申し込みは必要ありません。お気軽にご来場ください！

本館

毎週土曜日 午後 2:00～2:30
毎週日曜日 午後 2:00～2:30

西武分館

金子分館 毎週木曜日 午後 3:30～４:00
第 3 木曜日 午前 11:00～11:30
第 3 土曜日 午後 2:00～2:30

毎週水曜日

午前 11:00～11:30
午後４:00～４:30
第 2 土曜日 午前 11:00～11:30
藤沢分館 毎週木曜日 午前 11:00～11:30
第 1・3 土曜日 午前 11:00～11:30

平成 23 年度より、ＮＰＯ法人地域活性化プラザが行う「図書館への定期刊行物寄贈サポート事業」にて、
下記協賛企業各社様より図書館資料の寄贈をいただいております。
今年度も事業は継続され、７月からは協賛企業５社様より３４誌寄贈いただけることとなりました。
新しく受け入れる図書館資料もあります。閲覧・貸出・予約等のご利用をお待ちしております！

◆協賛企業（敬称略・五十音順）◆
企業名

図書館資料名

７月から受入開始の図書館資料

入間ケーブルテレビ㈱

Mart、POPEYE、野菜だより ほか （全７誌）

㈱スズキガス

ゼクシィ、日経ビジネスアソシエ ほか （全７誌）

Como（子育て中の婦人向け）

松田産業㈱

Ku:nel、宝島、Discover Japan ほか （全６誌）

FUNRIDE（自転車）

丸大観光㈱

オトナファミ、MONOQLO ほか （全７誌）

㈱安川電機

BRUTUS、クーヨン ほか（全７誌）

図書館に所蔵している本は、ＮＤＣ（日本十進分類法）に基づき、種類別に数字で分類しています。
単行本・新書・文庫・雑誌等、同じ分類の本であっても、大きさ等の違いにより、配置場所を変えて所蔵
しています。
図書館本館では、本棚の上に色分けしたパネル（分類表示板）を置いていますが、パネルは、本の大きさ
等が違っても、分類が同じならば、同じ色を用いて表示しています。
また、一般書（大人の本）と児童書（子どもの本）も、分類が同じであれば、同じ色にて対応しています。
お探しの資料が見つからない場合には、表示板の色を手掛かりに探してみてください。

一般コーナー

新書コーナー

文庫の棚

雑誌の棚

児童コーナー
分類番号が３００番台の本は、
３００３００３００
表示板の色がオレンジです！

日本十進分類法と表示板の色
０ 総記（ピンク）

５ 技術（水色）

１ 哲学（黒）

６ 産業（赤）

２ 歴史（茶色）

７ 芸術（紫）

３ 社会科学（オレンジ）

８ 言語（黒）

４ 自然科学（緑）

９ 文学（紺）
切り取り線
『図書館だより』は、年４回（７月→１０月→１月→４月）発行します。
愛読者の皆様に、抽選で粗品を進呈します。
（品物は雑誌等の付録です。
）
『図書館だより』各号の最終ページにある応募券を切り取り、この台紙に貼り付
け、来年、４月に図書館カウンター（本館・分館）へお持ちください。
応募多数の場合には、抽選とさせていただきます。
抽選結果は発送をもって代えさせていただきます。

貼付

Ｈ26.4
H26.1
貼付

※ お一人様１枚限りのご応募とさせていただきます。
※ また、小学生未満のお子様名義によるご応募も受け付け出来ません。
※ お客様の個人情報はこのキャンペーンのみに利用し、他の目的には一切利用
しません。

Ｈ25.７
Ｈ25.10

応募券台紙

貼付

名前

性 別
男 ・ 女

年 齢
歳

住所
〒

☆図書館だよりへのご意見・ご要望・ご感想をお願いします。

電話番号

