
ふじみ野市立図書館 最新ニュース＆イベント情報誌 

クマクマだより 
２０２２年２月号 第２４９号 

号 

 

◆特別整理期間のお知らせ 

館内特別整理のため、ふじみ野市立図書館は次の期間、お休みします。 

 

上 福 岡 図 書 館：２月２１日（月）～２５日（金） 

大 井 図 書 館：２月１４日（月）～１８日（金） 

上福岡西公民館図書室：２月２１日（月）～２５日（金） 

 

※インターネットでの予約・リクエストは可能です。 

※返却は、ブックポストをご利用ください。 

 

 

 

 

 

 
 
         
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ◆「市報ふじみ野 ２月号」の特集ページで図書館が紹介されています 
 

 「市報ふじみ野 ２月号」の特集ページはふじみ野市立図書館に焦点を当て、各図書館の 

 紹介を行っています。みなさんに図書館のことをもっと知ってもらえるように、色々な角度 

から図書館のことを紹介しています。何か１つでも新たな発見があれば嬉しいです。 

ぜひ、ご覧いただき、「市報ふじみ野」を手に館内を回ってみてください。 

 

 

 

 

 ◆子ども向けの新聞を置いています 

  

 上福岡図書館には「朝日小学生新聞」、大井図書館には「読売 KODOMO 新聞」を置いて 

います。子どもだけでなく、新聞を読み慣れていない方が最初に読むのにもおすすめです。 

ニュースはもちろん、マンガや身近なものの特集などもあります。 

好きな記事だけをサッと読むだけでも面白いですよ。 

各紙児童コーナーにありますので、みなさんもぜひ読んでみてください。 

 

 

 

 

ふじみ野市立図書館 
◆上福岡図書館 

℡ 049－262－3710 
◆大井図書館 

℡ 049－263－1100 
◆上福岡西公民館図書室 

℡ 049－264－5388 

指定管理者 FUJIMINO TRC GROUP 

Twitter（ふじみ野市立図書館＠fujimino_lib）でも図書館情報をつぶやいています。 

フォローお待ちしています！※QRコードの読み取りには Twitterを起動する必要があります。 



                 上福岡図書館のイベント・行事    問合せ 262-3710                

 

◆情報リテラシー講座「今さら聞けない！？インターネットの基本」     
日  時／２月１８日（金）午後２時～４時 

場  所／上福岡図書館 2 階 集会室２ 

対  象／どなたでも 

内  容／図書館のタブレットを使って、インターネットで 

図書館を検索する方法やグーグルマップを使って 

上福岡駅から図書館までの経路を調べるなど、 

インターネットの使い方を学びます。 

定  員／５人（申込順） 

講  師／上福岡図書館システム担当スタッフ 

申込方法／２月５日（土）～２月１７日（木）午前９時～午後７時に上福岡図書館窓口 

または電話で申し込む。 

 

◆英語のおはなし会 
日  時／２月２６日（土）午前１１時～１１時３０分 

場  所／上福岡図書館 2 階 集会室２ 

内  容／英語の歌や英語絵本の読み聞かせなどを行います。 

講  師／神永恵子さん（サナップイングリッシュクラブ主宰） 

対  象／３歳～小学生 

定  員／２０人（定員を超えたら抽選） 

申込方法／２月１２日（土）～２月２０日（日）午前９時～午後７時に 

上福岡図書館窓口または電話で申し込む。 

     ※申込者全員に２月２５日（金）までに結果を電話連絡します。 

 

 

◆おりがみ教室     
 日  時／２月２７日（日）午前１０時３０分～１１時 

場  所／上福岡図書館１階 エレベーター前               

内  容／簡単でかわいい“おりがみ”をいっしょに 

折ってみよう！ 

対  象／どなたでも 

※密を避けるため、整理券を配布し人数を 

制限する場合があります。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月のおりがみ 

「おひなさま」 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

図書館のイベントに参加される際は、 

マスク着用や手指消毒等へのご協力をお願いします。 



                     大井図書館のイベント・行事      問合せ 263-1100               

◆パソコン相談室    
 日  時／２月２３日（水・祝）午前１０時～１１時３０分 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

 対  象／市内在住の方、もしくはふじみ野市立図書館利用カードをお持ちの方  

※パソコンは必ずご持参ください。 

申込方法／２月５日（土）～２月２２日（火）午前９時～午後７時に大井図書館窓口 

または電話で申し込む。 

※当日の申込・参加はできません。申込期間内にお申込ください。 

 

◆ぬいぐるみおとまり会    
 日  時／３月１３日（日）午前１０時～１０時３０分（おはなし会とお預かり） 

      ３月１５日（火）午前９時～午後８時（お迎え） 

場  所／大井図書館 2 階 会議室 

対  象／市内在住で両日とも参加できる小学生以下 

定  員／１０人（定員を超えた場合は抽選） 

内  容／大切にしているぬいぐるみが図書館にお泊りし、 

図書館を探検したり、お仕事を体験したりします。 

お預かりの日には、おはなし会もあります。 

申込方法／２月２６日（土）～３月６日（日）午前９時～午後７時に大井図書館窓口または 

電話で申し込む。※申込者全員に３月９日（水）までに結果を電話連絡します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※2 月１３日（日）に予定していた「採れたて☆ふじみ野畑」「お楽しみマジックショー」は、 

まん延防止等重点措置が適用されているため、中止となりました。 

◆こどもえいが会  
上福岡図書館 時間：午前 11 時～ 場所：2 階 視聴覚ホール 申込：当日、会場入口で申し込む。 

日時 上映作品 

２月 ６日（日） 「ゆうかんな十人のきょうだい」（２０分） 

２月１３日（日） 
「手ぶくろを買いに」（１５分） 

「さいごのおきゃくさま」（１０分） 

２月２０日（日） 「リトルツインズ 旅立ち」（２５分） 

２月２７日（日） 
「ひなまつり」（１０分） 

「月の輪熊」（１１分） 

大井図書館 時間：午前１１時～ 場所：2 階 研修室 申込方法：当日、会場入り口で申し込む。 

日時 上映作品 

２月 ６日（日） 「ムーミン 冬の巻」（２０分） 

２月１３日（日） 「だるまちゃんとてんぐちゃん だるまちゃんとかみなりちゃん」（２３分） 

２月２０日（日） 「はらぺこあおむし」（３３分） 

２月２７日（日） 「くまのおいしゃさん」（２３分） 



 

◆図書館映画会 
 

上福岡図書館    時間：午後２時～    場所：2 階 視聴覚ホール 

日時 上映作品 内容 

２月 11 日（金・祝） 「イエローストーン 
Vol．１」（４９分） 

冬の厳しい環境の中で、イエローストーン国立公園に

生きる動物たちが懸命に生きる様子が描かれた、 

ドキュメンタリー作品。 

大井図書館    時間：午後２時～    場所：2 階 研修室 

日時 上映作品 内容 

２月３日（木） 「宮沢賢治の生涯」 
（６０分） 

日本でもっとも読み継がれている作家・宮沢賢治

の生涯を映像でつづる。花巻などのゆかりの地を

訪ねるなど、生前刊行された 2 冊の初版本や、

雨ニモ負ケズの詩、教育者・農民の指導者として

の賢治の全仕事を紹介する。 

 

◆おはなし会  
上福岡図書館  場所：2 階 視聴覚ホール 

おはなし会名 
（対象者） 日時 内容 

乳幼児向け 

おはなし会 

（就学前の子と親） 

2 月 ４日（金）・ ７日（月） 

   １１日（金・祝）・１４日

（月） 

１８日（金）・２８日（月） 

午前１０時３０分～１１時 

絵本の読み聞かせ、 

紙芝居、わらべ歌など 

大井図書館     場所：2 階 研修室 

おはなし会名 
（対象者） 日時 内容 

おはなし会 
（就学前の子と親） 

２月 １日（火）・ ３日（木） 

   ８日（火）・１０日（木） 

２２日（火） 

午前１０時３０分～１１時 

絵本の読み聞かせ、 

紙芝居、わらべ歌など 

クマクマくらぶ 
（就学前の子と親） 

２月２４日（木） 
午前１０時３０分～１１時 

絵本の読み聞かせ、 

手遊び歌、紙芝居など 

おはなしくまさん 
（小学生） 

２月１２日（土） 
午前１１時～１１時３０分 

絵本の読み聞かせ、本の紹介、 

おはなし、おりがみ 

上福岡西公民館図書室  場所：西公民館 1 階 保育室 

おはなし会名 
（対象者） 日時 内容 

おはなし会 

（小学生以下） 

２０２２年２月１２日（土） 

午前１１時～１１時３０分 

絵本の読み聞かせ、 

紙芝居、手遊びなど 



※本の表紙の下の記号は請求記号です。 

請求記号とは：図書館で本を探す時に使う、本に与えられた分類記号です。 

☆一般書（大人の方向け）○児童書（子ども向け） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「幸福(しあわせ)のチョコレート」を探しにどこまでも」 

木野内美里／著 新潮社 

有名通信販売会社の大人気チョコレートバイヤーの著者が世界のショコラ 

ティエを巡る旅をします。オランダの頑固なマダムのチョコレートや北欧のア

イデンティティあふれるチョコ、イギリスのエレガントなフレーバーチョコな

ど極上ローカルチョコレートの数々と、情熱たっぷりで個性豊かな職人たちと

のエピソードがぎっしり詰まった 1 冊です。 ☆588.34/ｷﾉ 

２月の図書案内

「うっとり、チョコレート」 青木奈緒／著 河出書房新社 

 

 38 人の著者たちによる「チョコレート」がテーマのエッセイ集です。チョコ

レートの話題はバレンタインデーの思い出と強く結びついていますよね。 

あの時、あの場所で、あの人にと、たくさんの甘くて、ほろ苦い思い出が綴

られています。ついついチョコレートが食べたくなる１冊です。 

☆914.68/ｱｵ 

「大人かわいいラッピング」 宮岡宏会／著 主婦と生活社 

 

チョコレートや贈り物をかわいくラッピングしたい方へおすすめです。身近

な紙と材料で、簡単にラッピングをしてみませんか。「包む」という文化は日本

の伝統的な文化で、相手を思う気持ちを「包む」ことで表現してきました。基

本の包み方とリボンのかけ方まで丁寧に解説していますので、初心者でも安心

です。 

 

 

 

 

☆385.97/ﾐﾔ 

「イチからつくるチョコレート」 APLA／編 農山漁村文化協会 

 

お店には魅惑的でおいしそうなチョコレートがいっぱい。父親にプレゼント

するチョコレートを買いにいったことをきっかけに、原料や原産地のことを調

べ始めた姉弟。チョコレートの背景にある歴史や、原料のカカオを育てる大変

さ、チョコレートに加工する工程などを学びます。身近に食べている一粒が、

宝石のように感じるはずです。 

 

〇596/ｱ 

 

２月１４日はバレンタインデー。みなさんどうお過ごしですか？世界各地では「恋人たちの日」として祝わ

れており、日本でも大切な人にチョコレートを贈る日として知られていますね。大好きな人に想いを伝え

たり、家族や友人に感謝の気持ちを伝えたり、自分へのご褒美にもいいですよね。今回はバレンタイン

に欠かせないチョコレートにまつわる本をご紹介します。 



 

（１２月１日～１２月３１日までに受入した本の一部です。） 

□□□□□□□□□□□□□一般向け□□□□□□□□□□□□□ 

書名 著者名 出版社 請求記号 

ガーファネクストステージ 
スコット・ギャロウェイ／

著 
東洋経済新報社 一般書007.35/ｷﾞﾔ 

60歳からの教科書 藤原和博／著 朝日新聞出版 一般書159.79/ﾌｼﾞ 

歎異抄ってなんだろう 高森光晴／著 1万年堂出版 一般書188.74/ﾀｶ 

北条氏の時代 本郷和人／著 文藝春秋 一般書210.42/ﾎﾝ 

埼玉の教科書     ―      JTBパブリッシング 一般書291.34/ｻｲ 

エジプトの空の下 飯山陽／著 晶文社 一般書302.42/ｲｲ 

世界一やさしい会計の教科書1年生 登川雄太／著 ソーテック社 一般書336.9/ﾉﾎﾞ 

上手な相続は生前贈与で決まる! 松本有史／著 現代書林 一般書345.54/ﾏﾂ 

日本野鳥の会のとっておきの野鳥の授業 日本野鳥の会／編 山と溪谷社 一般書488.1/ﾆﾎ 

「トイレが近い」人のお助けBOOK 主婦の友社／編 主婦の友社 一般書495.47/ﾄｲ 

宇宙飛行士野口聡一の全仕事術 野口聡一／著 世界文化ブックス 一般書538.9/ﾉｸﾞ 

基本からわかる男の料理術 
辻調理師専門学校／料理 

監修 
成美堂出版 一般書596/ｷﾎ 

「築地ホテル館」物語 永宮和／著 原書房 一般書689.8/ﾅｶﾞ 

TBSラジオ公式読本 武田砂鉄／責任編集 リトルモア 一般書699.6/ﾀｹ 

裁かれた絵師たち 五十嵐公一／著 吉川弘文館 一般書721.025/ｲｶﾞ 

80歳、何かあきらめ、何もあきらめない 萩本欽一／著 主婦と生活社 一般書779.9/ﾊｷﾞ 

気持ちが伝わるはじめての手話 谷千春／監修 主婦の友社 一般書801.92/ｷﾓ 

読み解き!方言キャラ 田中ゆかり／著 研究社 一般書818.04/ﾀﾅ 

田辺聖子十八歳の日の記録 田辺聖子／著 文藝春秋 一般書915.6/ﾀﾅ 

□□□□□□□□□□□□□児童向け□□□□□□□□□□□□□ 

こども世界の宗教 ライブ／著 カンゼン 児童160/ﾗ 

ハタハタ 荒海にかがやく命 高久至／写真・文 あかね書房 児童487/ﾀ 

プラレールで電車をおぼえる大百科 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 児童686/ﾀ 

おんぶにだっこにかたぐるま 西村敏雄／絵 福音館書店 ベビー本/ﾆ 

青い花のえかきさん 
ガブリエル・エヴァンス／

絵 
童話屋 物語絵本/ｴ 

うちのくるまはバン!! 鎌田歩／作 アリス館 物語絵本/ｶ 

王さまのお菓子 くらはしれい／絵 世界文化ブックス 物語絵本/ｸ 

しんぱいなことがありすぎます! 工藤純子／作 金の星社 児童幼年/ｸ 

ソフィーの秘密 ニキ・コーンウェル／作 文研出版 児童文学/ｺ 

ばけねこキッチン 佐川芳枝／作 講談社 児童文学/ｻ 

 


