
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４月号 第２５１号 

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

 

◆こどもの読書週間イベント「図書館陣取り合戦 上福岡・春の陣」 

黄色チーム（乳幼児と大人）と水色チーム（小学生・中学生）に分かれて、専用用紙に 

おススメ本のタイトルと感想を書いて紹介しましょう。集計後、両チームの応募枚数を 

競いながら、各館で皆さんのおススメしてくれた本を展示します。 

展示期間／４月１日（金）～５月１５日（日） 

場所／上福岡図書館 

対象／０歳～中学生とその保護者 

結果発表／５月１７日（火）～５月３１日（火） 

 

◆定例子どもおはなし会 
日  時／４月２３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／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。 

 

◆こどもの読書週間「あおぞらおはなし会」 
日  時／４月３０日（土）午前１１時～１１時３０分 

場  所／福岡中央公園（交番裏付近）※雨天中止 

対  象／どなたでも 

内  容／絵本の読み聞かせ、手遊び、わらべ歌、紙芝居、図書館案内など 

申込方法／当日、会場に直接お越しください。 

 

◆おりがみ教室     
 日  時／４月２４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。 

 

 

 

 

 

 
 
         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

今月のおりがみ 

「こいのぼり」 

 



 

 

                     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／４月１０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 

 

 

◆こどもの読書週間イベント「図書館陣取り合戦 大井・春の陣」  
 

黄色チーム（乳幼児と大人）と水色チーム（小学生・中学生）に分かれて、専用用紙に  

おススメ本のタイトルと感想を書いて紹介しましょう。集計後、両チームの応募枚数を競い

ながら、各館で皆さんのおススメしてくれた本を展示します。  

展示期間／４月１日（金）～５月１５日（日）  

場所／大井図書館 

対象／０歳～中学生とその保護者 

結果発表／５月１６日（月）～５月３１日（火） 

 

 

◆お楽しみマジックショー 

 
日  時／４月１０日（日）午前１１時３０分～正午 

場  所／大井図書館２階 研修室 

出  演／大井奇術団 

対  象／どなたでも 

 

◆こどもの読書週間特別おはなし会「英語のおはなし会」 
 

日  時／５月３日（火・祝）午前１０時３０分～１１時 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

対  象／小学生以下 

内  容／英語絵本の読み聞かせや手遊び、歌など 

講  師／神永恵子さん（サナップイングリッシュクラブ主宰） 

 

◆パソコン相談室    
 日  時／毎週水曜日午前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／当日、大井図書館１階カウンターでお申し込みください。 

 



 

◆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 

４月 ３日（日） 
「トッピィと森の仲間たち」（１９分） 

「ドナルドダックの朝ごはん」（７分） 

４月１０日（日） 「小さなバイキングビッケ 火山島探検」（２３分） 

４月１７日（日） 
「リンちゃんのこうつうあんぜん」（１１分） 

「すいぞくかん」（１３分） 

４月２４日（日） 「ジャングル大帝 赤い翼」（２４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 

４月 ３日（日） 「ちびねこコビとおともだち」（２０分） 

４月１０日（日） 「またあえるねツバメ君」（２４分） 

４月１７日（日） 
「忍たま乱太郎の交通安全」（１５分） 

「おじゃる丸ちっちゃいものの大きなちから」（１１分） 

４月２４日（日） 「かんすけさんとふしぎな自転車」（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 

４月８日
（金） 

 

 
「陽光桜 

YOKO THE CHERRYBLOSSOM」 

（１１４分） 

戦争で命を落とした教え子たちのために、

様々な気候の中でも花を咲かせる新種の桜

を開発しようとする、高岡正明の生涯を描

いたヒューマンドラマ。 

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 

４月７日
（木） 

「プロフェッショナル 127  
ただ、こどもたちのために 
かこさとし最後の記録」 

（４４分） 
 

かこさとしの絵本作りの原点は１９歳。 

戦争体験から大人に染まらないこどもたち

に未来を託す。最後の最後までこどもたち

のために創作に向かおうとする姿に１ケ月

密着。絵本作家かこさとしの最後の記録。 

※大井図書館では、開場後、上映前に「ふじみんぴんしゃん体操」を行います。参加希望の方は 

午後１時４０分までにお越しください。 

 



 

◆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） 

４月  1 日（金）・ ４日（月） 

８日（金）・１１日（月） 

１５日（金） 

   ２２日（金）・２５日（月） 

２９日（金・祝） 

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） 

４月 ５日（火）・ ７日（木） 

  １２日（火）・１４日（木） 

  １９日（火）・２１日（木） 

２６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） 

４月２８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） 

４月 ９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） 

４月 ９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 

 

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。 



 

 

 

 

 

 

☆470/ｲﾜ 

 

 

 

 

 

 

☆754.9/ﾆﾎ 

 

 

 

 

 

 

☆290.93/ｱﾄ 

 

今月のテーマ：花いっぱい  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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）  

「野の花拡大図鑑」 岩槻秀明／著 日本文芸社 

 

道ばたに咲く花たちを、拡大写真とともに紹介しています。1 ㎝に満たない小

さな花も、大きくすると不思議な形をしていたり、花びらと思っていたものが

実は花びらではなかったり、意外と知らないことがたくさんがあります。何気

なく見ている野の花ですが、この本を片手に散歩してみると、新しい発見があ

るかもしれません。 

 

 

４月の図書案内

「おとなかわいいお花の切り紙アイデアブック」 

日本ペーパーアート協会／監修 日東書院本社 

 

紙を切ったり貼ったりして、アクセサリーになる花やインテリアとして飾れる

花、さまざまなイベントを彩る花など、素敵なお花のデコレーションができま

す。本物の花も素敵ですが、枯れることのないお花を作って、日常を少し豊か

にしてみませんか。 

 

 
「絶景で巡る世界の花」 アトリエタビト／編  

ダイヤモンド・ビッグ社                        

世界の各地にも、季節ごとに色とりどりの花が咲きます。街中に咲く花や、広

大に咲き誇る花、お祭りの花、たくさんの花が素敵な写真とともに掲載されて

います。このご時世、なかなか海外に行くことはできませんが、この風景を眺

めて、旅した気持ちになってみてはいかがでしょう。 

「花の美術と物語」 海野弘／解説・監修  

パイインターナショナル 

 

ヨーロッパの「花」の絵画や装飾デザインなど、眺めるだけでうっとりするよ

うな美しい図像を、花の美術史とともに解説しています。どの絵も繊細ですて

きなものばかり。手元においておきたい、誰かにプレゼントしたい、そんな本

です。じっくりと花の物語に浸ってください。 

 

 

 

 

 

 

☆723.3/ﾊﾅ 

 

寒い冬が過ぎ、待ちに待った春がやってきました。外を歩く

と、あちらこちらに色とりどりの花が咲いています。花を眺め

ると、なんだか優しい気持ちになりますね。 

心地よい春の日に、そんな小さな幸せを感じてみませんか？ 



 

 

（２月１日～２月２８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 

絶版文庫万華鏡  近藤健児／著 青弓社 一般書020.4/ｺﾝ 

モチベーションの心理学  鹿毛雅治／著 中央公論新社 一般書141.72/ｶｹﾞ 

ソ連兵へ差し出された娘たち  平井美帆／著 集英社 一般書210.75/ﾋﾗ 

津田梅子  

科学への道、大学の夢 
古川安／著 東京大学出版会 一般書289/ﾂﾀﾞ 

全国日帰りバスの旅  加藤佳一／著 天夢人 一般書291.093/ｶﾄ 

日本の総理大臣大全  八幡和郎／著 プレジデント社 一般書312.1/ﾔﾜ 

世界の発酵食をフィールドワー

クする  
横山智／編著 

農山漁村文化 

協会 
一般書383.8/ﾖｺ 

菌類が世界を救う  
マーリン・シェルドレイク／

著 
河出書房新社 一般書474.7/ｼｴ 

腰痛は座り方が9割  碓田拓磨／著 主婦の友社 一般書493.6/ｳｽ 

新しい世界の資源地図  ダニエル・ヤーギン／著 東洋経済新報社 一般書501.6/ﾔｷﾞ 

いちばん楽しいマンションの 

間取り図鑑  
リノベる。／著 エクスナレッジ 一般書527.8/ﾘﾉ 

おうち韓食(ハンシク)  重信初江／著 主婦の友社 一般書596.22/ｼｹﾞ 

庭は私の秘密基地  銀色夏生／著 KADOKAWA 一般書629.75/ｷﾞﾝ 

岸田劉生のあゆみ  梶岡秀一／著 新潮社 一般書723.1/ｷｼ 

英語が出来ません  刀祢館正明／著 KADOKAWA 一般書830.7/ﾄﾈ 

図説花開くアメリカ児童文学  ちばかおり／著 河出書房新社 一般書909/ﾁﾊﾞ 

朱より赤く  窪美澄／著 小学館 一般書913.6/ｸﾎﾞ 

レニーとマーゴで100歳  マリアンヌ・クローニン／著 新潮社 一般書933/ｸﾛ 

□□□□□□□□□□□□□児童向け□□□□□□□□□□□□□ 

女王さまのワードローブ  ジュリア・ゴールディング／文 BL出版 児童289/ｴ 

生物がすむ果てはどこだ?  諸野祐樹／著 くもん出版 児童452/ﾓ 

こんとごん  早川純子／え 福音館書店 物語絵本/ﾊ 

カイマンのクロ  ラモン・パリス／絵 福音館書店 物語絵本/ﾊﾟ 

ここがわたしのねるところ  サリー・メイバー／作画 福音館書店 物語絵本/ﾒ 

まよなかのサイクリング  たるいしまこ／作 あかね書房 児童幼年/ﾀ 

わたしらしくCジャンプ!  赤羽じゅんこ／作 講談社 児童文学/ｱ 

クーちゃんとぎんがみちゃん 北川佳奈／作 岩崎書店 児童文学/ｷ 

コロキパラン  たかどのほうこ／作 のら書店 児童文学/ﾀ 

 


