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◆利用されていない図書館利用カード登録情報削除のお知らせ 

 

利用者の皆様の図書館利用状況を正確に把握するため、 

過去１０年以上ご利用のない利用カードのデータを、２０２２年３月に削除しました。 

 

＜対象となる方＞ 

対象となるのは、次の３つの条件に全てあてはまる方です。 

・２０１１年１２月３１日以降、資料を借りていない方 

・２０１１年１２月３１日以降、資料を予約していない方 

・利用カードの有効期限が２０１３年１２月３１日以前の方 

 

※再度図書館をご利用いただく場合は、お名前・ご住所の分かるものをお持ちのうえ、 

    市内図書館にて利用登録をお願いいたします。 

※その他、ご不明な点がございましたら、市内各図書館までご連絡ください。 

 

 

◆大井図書館にある『天然生活』を雑誌として取り扱います 

図書として５９０の棚で取り扱っていた『天然生活』を、 

2022 年 5 月号より、雑誌として取り扱うことになりました。 

これに伴い、『天然生活』は雑誌コーナーへ棚を移動しました。 

 

以下の点が変更になります。 

① 最新号は館内のみでの閲覧になります 

② 予約は貸出許可日より受付します 

・2022 年 5 月号以前のものは５９０の図書の棚にあります。 

・「貸出許可日」は、次の新しい号の発売日となりますが、 

雑誌の発売状況により前後する場合があります。 

 

ご不明な点がございましたら、市内各図書館までご連絡ください。 

 

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                

◆子どもおはなし会 
日  時／５月２１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／絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを行います。 

対  象／３歳～小学生 

申込方法／当日、会場前で申し込む。 

 

◆おりがみ教室     
 日  時／５月２２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／５月８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 

 

◆ぶんこのつどい 
 ４つの地域文庫による、年に 1 度のお楽しみ会です。読み聞かせなど楽しい催しをします。 

日  時／５月２９日（日）①午後１時～２時  ②午後２時３０分～３時３０分 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

対  象／市内在住の小学生以下 

定  員／各回２０人（定員を超えた場合は抽選） 

 申込方法／５月５日（木・祝）～５月２２日（日） 

午前９時～午後７時に窓口か電話で申し込む。 

※申込者全員に５月２６日（木）までに結果を電話連絡します。 

 

◆大人向け手作り講座「ハーブで作るアイピロー」 
 

日  時／６月３日（金）午前１０時～１１時３０分 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

内  容／リラックス効果や安眠効果のあるラベンダーを使ったアイピロー作り 

対  象／市内在住の中学生以上 

定  員／８人（定員を超えた場合は抽選） 

参 加 費／３００円（材料費） 

申込方法／５月８日（日）～５月２２日（日）午前９時～午後７時に 

窓口か電話で申し込む。 

※申込者全員に５月２６日（木）までに結果を電話連絡します。 

 

今月のおりがみ 

「ねこ」 



 

◆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 

５月 １日（日） 
「よわむし太郎」（１５分） 

「おむすびころりん」（１０分） 

５月 ８日（日） 「ウォルト・ディズニーのベンとエイモス」（２３分） 

５月１５日（日） 
「三年とうげ」（１３分） 

「すもうおばけ」（１２分） 

５月２２日（日） 「りゅうの目のなみだ」（２０分） 

５月２９日（日） 
「田舎ネズミと都会のネズミ」（１２分） 

「たぬきの糸車」（１２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 

５月 1 日（日） 「３丁目物語・春 タマ＆フレンズ」（２５分） 

５月 ８日（日） 「ムーミン パペット・アニメーション ママの巻」（３０分） 

５月１５日（日） 「シートン動物記 ギザ耳うさぎ」（２３分） 

５月２２日（日） 「若おかみは小学生！１ 第１話、第２話」（３０分） 

 

 

 

 

 

 

 

                     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／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。 

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。 



◆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 

５月１３日
（金） 

 

「岩合光昭の世界ネコ歩き」 

（９８分） 

動物写真家として活動し、近年では猫を被
写体とした作品を多く発信している、岩合
光昭氏による映像作品。ミャンマーと北海
道を舞台に、猫の家族の愛と絆に迫る。 

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 

５月５日 
（木・祝） 「国宝『鳥獣人物戯画』」（６０分） 

兎、蛙、猿がアニメのように躍動する甲巻
を主体に、乙丙丁各巻の魅力と謎を多角的
に追及。愛好者はもちろん初心者にも高度
な内容を、わかりやすく楽しめるよう描
く。 

※上福岡図書館では、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） 

５月 ２日（月）・ ６日（金） 

９日（月）・１３日（金） 

       ２０日（金） 

       ２３日（月）・２７日（金） 

    ３０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） 

      ５日（木・祝） 

１０日（火）・１２日（木） 

  １７日（火）・１９日（木） 

２４日（火） 

３１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） 

５月２６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） 

５月１４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） 

５月１４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 

 



 

テーマ：五月はお茶の季節です
 五月二日は「八十八夜」です。この日に摘まれた新茶を飲むと 

長生きできると言われています。ゴールデンウィークのお出かけのお供に 

持っていくことができますし、おうち時間のティータイムに飲むのも 

良いでしょう。今月は奥が深いお茶の本を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）○児童書（子ども向け） 

 

５月の図書案内

「すがたをかえるたべものしゃしんえほん 7 お茶ができるまで」  

宮崎祥子／構成・文 岩崎書店 

 

日本の緑茶は、取れたての時は葉っぱの形をしています。しかし、急須に

入れるお茶は棒の形をしています。この間に何が起こったのでしょうか。実

は職人さんたちが、お茶の葉をもんであの形にしていたのです。大きな写真

で、収穫から製茶までの工程が、わかりやすく書かれています。 

 

 

 

○児童 596/ﾐ 

「日本茶の図鑑」 日本茶業中央会／監修        マイナビ 

   

 本書では、１１９種類の日本茶を紹介しています。全てを覚えることは大

変ですが、この本では製法から名産地まで網羅されており、詳しくお茶の種

類を調べることができます。埼玉県の狭山茶も紹介されています。 

お家でもできる美味しい淹れ方も紹介されていますので、お気に入りを探

してみてくださいね。 

 

☆596.7/ﾆﾎ 

「お茶の歴史」 ヴィクター・H・メア／著     河出書房新社 

お茶の木は最初、口で噛んで楽しむ嗜好品だったと言われています。それ 

が中国に伝わり、お湯で飲む贅沢な嗜好品として世界に広まります。日本で

は、千利休が、これを日本人になくてはならないものに昇華させました。ま

た、ヨーロッパでは、健康への良い影響が医者にも評価されています。今

日、私たちが飲むお茶の壮大な歴史をうかがい知ることができる一冊です。  

☆383.889/ﾒｱ 

「英国スタイルで楽しむ紅茶」 スチュワード麻子／著 

河出書房新社  

英国の歴史に寄り添って発展したアフタヌーンティーの文化には、実は日

本の茶道のような厳粛なマナーがほとんどありません。英国の紅茶は、同じ

茶葉でも時間帯や淹れる人の状況で、味が変わりやすいためです。この国で

は、おしゃべりを楽しむために紅茶が飲まれてきました。基本的なアフタヌ

ーンティーの飲み方や、お菓子のレシピもついています。お家でもお外でも

紅茶を楽しめるようになる一冊です。 

 

 

☆596.7/ｽﾁ 



 

 

（3月1日～3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 

現代病「集中できない」を知力に変え

る読む力最新スキル大全 
佐々木俊尚／著 東洋経済新報社 一般書002.7/ｻｻ 

疲れないパソコン仕事大全 大林ひろこ／著 技術評論社 一般書007.63/ｵｵ 

一瞬で心が整う「色」の心理学 南涼子／著 青春出版社 一般書141.21/ﾐﾅ 

半径３メートルの倫理 オギリマサホ／著 産業編集センター 一般書150.4/ｵｷﾞ 

古代史入門事典 武光誠／著 東京堂出版 一般書210.3/ﾀｹ 

国境を超えたウクライナ人 オリガ・ホメンコ／著 群像社 一般書283.86/ﾎﾒ 

迫害された移民の経済史 玉木俊明／著 河出書房新社 一般書332.3/ﾀﾏ 

知識ゼロからのSDGs入門 夫馬賢治／監修 幻冬舎 一般書335.15/ﾁｼ 

ブラックホール 

宇宙最大の謎はどこまで解明されたか 
二間瀬敏史／著 中央公論新社 一般書443.5/ﾌﾀ 

「死」が教えてくれた幸せの本質 船戸崇史／著 ユサブル 一般書490.14/ﾌﾅ 

トコトンやさしい水道の本 高堂彰二／著 日刊工業新聞社 一般書518.1/ｺｳ 

納豆がもっと好きになる＃感動の納豆

レシピ 
夏見奈央子／著 

パイインターナショ

ナル 
一般書596.3/ﾅﾂ 

新しい和の庭づくり 庭連／監修 成美堂出版 一般書629.75/ｱﾀ 

選ばれるデザイナーへの道 上司ニシグチ／著 ソシム 一般書674.3/ｼﾞﾖ 

犬のいる暮らし 丸田香緒里／著 池田書店 一般書645.6/ﾏﾙ 

ふわっとやさしい和のイラスト 鮎裕／著 日貿出版社 一般書724/ｱﾕ 

忍者学研究 山田雄司／著 中央公論新社 一般書789.8/ﾔﾏ 

聞き出す力 近藤勝重／著 幻冬舎 一般書809.5/ｺﾝ 

オオルリ流星群 伊与原新／著 KADOKAWA 
一般書913.6/ 

ｲﾖﾊﾗ 

これは、アレだな 高橋源一郎／著 毎日新聞出版 一般書914.6/ﾀｶ 

□□□□□□□□□□□□□児童向け□□□□□□□□□□□□□ 

もっと生きかたルールブック 齋藤孝／監修 日本図書センター 児童150/ﾓ 

ニッキーとヴィエラ ピーター・シス／作 BL出版 児童289/ｳ 

和ろうそくは、つなぐ 大西暢夫／著 アリス館 児童750/ｵ 

はっぴーなっつ 荒井良二／作 ブロンズ新社 物語絵本/ｱ 

いっこでもにくまん ふじもとのりこ／作 世界文化社 物語絵本/ﾌ 

どうしよう 浜田桂子／作 理論社 物語絵本/ﾊ 

げたばこかいぎ 村上しいこ／作 PHP研究所 児童幼年/ﾑ 

明日香さんは負けない 福田隆浩／作 講談社 児童文学/ﾌ 

荒野にヒバリをさがして 
アンソニー・マゴーワ

ン／作 
徳間書店 児童文学/ﾏ 

ふたりはしんゆう アーノルド・ローベル／作 文化学園文化出版局 児童文学/ﾛ 


