
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３月号 第２５０号 

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

 

◆ビジネスマナー講座～身につけておきたいビジネスマナーの基本～ 
日  時／３月１２日（土）午後２時～３時 

場  所／上福岡図書館 2 階 集会室２ 

対  象／どなたでも 

内  容／初めてビジネスマナーを学ぶ方、再就職や転職などで 

改めてビジネスマナーの基礎を学びたい方向けの講座です。 

講  師／大松澤和美さん（株式会社図書館流通センター  

接遇トレーニングインストラクター） 

定  員／１８人（申込順） 

申込方法／３月５日（土）～３月１１日（金）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。 

      

◆バリアフリー映画会 
日  時／３月１９日（土）午後２時～４時 

場  所／上福岡図書館 2 階 視聴覚ホール 

対  象／どなたでも 

内  容／日本語字幕と音声ガイドがついた映画を上映します。 

上映作品は「博士の愛した数式」（１１７分・２００６年公開）です。 

定  員／９０人（申込順） 

申込方法／３月５日（土）～１８日（金）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。※車いすなどの配慮が必要な方は申込時にお知らせください。 

 

◆春のおはなし会 
日  時／3 月２６日（土）午前１１時～１１時３０分 

場  所／上福岡図書館 2 階 視聴覚ホール 

対  象／３歳～小学生 

内  容／春にちなんだ絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを行います。 

申込方法／当日、視聴覚ホール前で申し込む。 

 

◆春休みイベント「みんなでパンダを作ろう！」 
日  時／3 月２６日（土）～シールがなくなり次第終了 

場  所／上福岡図書館１階 入口付近 

対  象／どなたでも 

内  容／入口付近に飾ってあるパンダのボードに、 

白と黒のシールを自由に貼って、パンダを作ろう！ 

児童書コーナーでは、パンダの本の展示も行います。 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                

 

◆おりがみ教室     
 日  時／３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。 

 

 

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

◆採れたて☆ふじみ野畑 
 

毎月第２日曜日の午前１０時から大井図書館玄関前にて、 

地元で採れた新鮮野菜などの販売をしています。 

※天候により、販売がない日もあります。 

日  時／３月１３日（日）午前１０時～正午（売り切れ次第終了） 

場  所／大井図書館 玄関前 

 

◆こころと心がつながるふれあいあそび～わらべうた～    
 日  時／３月２５日（金）午前１０時３０分～１１時３０分 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

対  象／就学前の子と親 

定  員／１２組（定員を超えた場合は抽選） 

講  師／久津摩英子さん（子どもことば研究会会員、子どもの文化研究所員） 

申込方法／３月５日（土）～３月１６日（水）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１９日（土）までに結果を電話連絡します。 

 

◆春休みおはなし会 
 

日  時／３月２７日（日）午前１０時３０分～１１時１５分 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

対  象／小学生以上 

内  容／語りの会「ずくぼんじょ」が昔話を語ります。 

申込方法／当日、研修室前で申し込む。 

今月のおりがみ 

「ひよこ」 

 

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               

◆はるのこどもえいが会 
 

日  時／３月２８日（月）午前１１時～ 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

対  象／どなたでも 

内  容／「ふしぎ駄菓子屋銭天堂１巻」から 

「第１話 型ぬき人魚グミ」「第２話 猛獣ビスケット」 

「第３話 ホーンテッドアイス」「第４話 カリスマボンボン」（３６分） 

 申込方法／当日、研修室前で申し込む。 

 

◆パソコン相談室    
 日  時／３月３０日（水）午前１０時～正午 

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／３月５日（土）～３月２９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。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆こどもえいが会 
対象／どなたでも  
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 

３月 ６日（日） 「注文の多い料理店」（２３分） 

３月１３日（日） 
「ある島のきつね」（１４分） 

「おじゃる丸 ちっちゃいものの大きなちから」（１１分） 

３月２０日（日） 「小さなバイキングビッケ 大きな木馬の贈りもの」（２３分） 

３月２７日（日） 「かんすけさんとふしぎな自転車」（２３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 

３月 ６日（日） 「れっしゃだいこうしん２０２１」（３４分） 

３月１３日（日） 「エリック・カールコレクション１」（２２分） 

３月２０日（日） 「リトルツインズ 旅立ち」（２５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 

３月１１日
（金） 

 

 
「チャールズ・チャップリン 

キーストン社時代２」 

（６６分） 

喜劇王・チャールズ・チャップリンによる短編作品

のうち、「新米雑役夫」「チャップリンのパン屋」「ア

ルコール先生ピアノの巻」の 3 篇を上映する。 
 

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 

３月３日（木） 

「カタプタリ 
～風の村の伝説～」 

        （５２
分） 

 

かつての日本の農村のように美しく懐かしいネパ

ールの田園風景を舞台に、妖精と人間の子どもの

心の交流を描いたファンタジー。ネパールの農村

文化や、カトマンズ渓谷の伝統的街並み保存活

動、環境問題などを取り上げ、人の心の中に宿る

大切なもの、その心のあり方について訴える。 

 

◆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） 

３月４日（金）・７日（月） 

   11 日（金）・14 日（月） 

   18 日（金）・28 日（月） 

   25 日（金） 

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） 

３月１日（火）・３日（木） 

   ８日（火）・10 日（木） 

   15 日（火）・17 日（木） 

22 日（火）・ 

29 日（火）・31 日（木） 

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） 

３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） 

３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） 

３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 



今月のテーマ：散歩日和におすすめの一冊
 

 寒さも和らぎ、春の兆しが感じられる季節となりました。 

家の中で本を楽しむだけでなく、読んだら思わず出かけたくなる 

ような、「外出」の魅力がつまった本を 4 冊紹介します。 

散歩のお供に本を持てばいつもの景色も新鮮に見えるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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） 

 

「東武東上線ぶらり途中下車」   山下ルミコ／著  

フォト・パブリッシング 

 

普段使っている駅でも、その周辺には意外と知らない魅力がたくさんあるも

のです。本書は東上線と越生線の全４５駅を掲載。通勤通学で見かけるあの場

所も実は貴重な文化財かもしれません。お住まいの町の文化や歴史を感じるこ

とができる一冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆291.34/ﾔﾏ 

３月の図書案内

「御朱印でめぐる秩父の寺社」 『地球の歩き方』編集室／著  

ダイヤモンド・ビッグ社 

    

御朱印シリーズの秩父編である本書は、三十四ケ所観音霊場を中心に周辺の

観光スポットやご当地グルメを網羅した一冊です。おすすめの日帰り、一泊 

二日コースや年間行事も併せて収録されているため、何度も足を運びたくなる

こと間違いなしです。 

 

 

 

 

 

 

「子どもと一緒に見つける身近な生きものさんぽ図鑑」  

自然観察大学／監修 永岡書店 

  

暖かくなると動物たちも活発になります。本書では街中や身近な自然の中で

観察できる生物をカラー写真で紹介しています。観察に適した服装や、あると

便利な道具も掲載しているので、フィールドワーク初心者でも大丈夫。いつも

の道が冒険に変わる一冊です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆480/ｺﾄﾞ 

「子どもと楽しむ草花のひみつ」 稲垣栄洋／著 エクスナレッジ 

 

春は緑が芽吹く季節です。植えられた花だけではなく、足元に目を向けてみ

ると沢山の植物が顔をのぞかせています。本書では、野に咲く草花ならではの

生態がイラスト付きで楽しく学べます。ふりがなが振ってあるので、お子さん

自身で読む本としてもおすすめです。   

 

 

 

 

 

 

☆470.4/ｲﾅ 

☆186.9134/ﾁｷ/20 



 

（1月１日～1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 

はかどる神iPad 平岡雄太／著 マガジンハウス 一般書007.63/ﾋﾗ 

無敵の読解力 池上彰／著 文藝春秋 一般書019.9/ｲｹ 

神社とは何か 新谷尚紀／著 講談社 一般書175/ｼﾝ 

イヌと縄文人 小宮孟／著 吉川弘文館 一般書210.25/ｺﾐ 

自分がおじいさんになるということ 勢古浩爾／著 草思社  一般書367.7/ｾｺ 

食卓の上の韓国史 周永河／著 
慶應義塾大学出

版会 
一般書383.821/ﾁﾕ 

知られざる水の化学 齋藤勝裕／著 技術評論社 一般書435.44/ｻｲ 

生命知能と人工知能 高橋宏知／著 講談社 一般書491.371/ﾀｶ 

鉄の日本史 松井和幸／著 筑摩書房 一般書564.021/ﾏﾂ 

世界のときめく毛糸の図鑑 西東社編集部／編 西東社 一般書594.3/ｾｲ 

4歳までハムスターが元気で長生きする

飼い方 
岡野祐士／監修 エクスナレッジ 一般書645.8/ﾖﾝ 

鉄道完乗のススメ 「旅と鉄道」編集部／編 天夢人 一般書686.21/ﾀﾋﾞ 

366日の東京アートめぐり 安原もゆる／著 三才ブックス 一般書706.9/ﾔｽ 

自意識とコメディの日々 オークラ／著 太田出版 一般書779.14/ｵｸ 

いつもの言葉を哲学する 古田徹也／著 朝日新聞出版 一般書810.1/ﾌﾙ 

明解!漢字名探偵 山口謠司／著 さくら舎 一般書821.2/ﾔﾏ 

古典とケーキ 梶村啓二／著 平凡社 一般書904/ｶｼﾞ 

ミス・パーフェクトが行く! 横関大／著 幻冬舎 一般書913.6/ﾖｺｾﾞｷ 

もういちど、あなたと食べたい 筒井ともみ／著 新潮社 一般書914.6/ﾂﾂ 

□□□□□□□□□□□□□児童向け□□□□□□□□□□□□□ 

図書館図鑑 小田光宏／監修 金の星社 児童010/ﾄ 

よみがえれ、マンモス! 令丈ヒロ子／文 講談社 児童457/ﾚ 

やさいのがっこう  

いちごちゃんはやさいなの? 
なかやみわ／さく 白泉社 物語絵本/ﾅ 

ともだち 南塚直子／絵 小峰書店 物語絵本/ﾐ 

おばあさんとトラ ヤン・ユッテ／作・絵 徳間書店 物語絵本/ﾕ 

ねこのでしになったとら 津田真一／脚本 童心社 物語紙芝居/ﾈ 

空から見える、あの子の心 シェリー・ピアソル／作 童心社 児童文学/ﾋﾟ 

プーさんの戦争 
リンジー・マティック／

文 
評論社 児童文学/ﾏ 

 


