
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６月号 第２５３号 

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

 

◆赤ちゃんとわらべうたで遊ぼう！ 
日  時／６月１６日（木）午前１０時３０分～１１時３０分 

場  所／上福岡図書館 2 階 集会室２ 

内  容／わらべうたを使った親子とのふれあいあそびについて、 

実践をまじえながら講演する。 

講  師／久津摩英子さん（子どもとことば研究会会員） 

対  象／就学前の子と親 

定  員／１０組（定員を超えた場合は抽選） 

申込方法／６月６日（月）～１３日（月）午前９時～午後７時に上福岡図書館窓口か電話で 

申し込む。※申込者全員に６月１５日（水）までに結果を電話連絡します。 

 

 

◆英語のおはなし会 
日  時／６月２５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／英語の絵本の読み聞かせ、英語の歌など 

講  師／神永恵子さん（サナップイングリッシュクラブ主宰） 

対  象／３歳～小学生 

定  員／２０人（定員を超えた場合は抽選） 

申込方法／６月６日（月）～１９日（日）午前９時～午後７時に上福岡図書館窓口か電話で 

申し込む。※申込者全員に６月２３日（木）までに結果を電話連絡します。 

 

 

◆本当は怖い虫歯の話～口腔外科専門医からみた虫歯～ 
日  時／６月２５日（土）午後２時～３時 

場  所／上福岡図書館 2 階 視聴覚ホール 

内  容／身近な口の病気や虫歯の危険性について分かりやすく学べる講座です。 

講  師／重松久夫さん（明海大学歯学部講師・歯学博士） 

対  象／どなたでも 

定  員／５０人（申込順） 

申込方法／６月６日（月）～２４日（金）午前９時～午後７時に上福岡図書館窓口か電話で 

申し込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
 

 

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／６月２６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／６月１２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 

 

 

◆お楽しみマジックショー 
日  時／６月１２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 

 

 

◆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。 

 

今月のおりがみ 

「かに」 



◆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 

６月 ５日（日） 
「ばんじ休す」（６分） 

「エジソン物語」（１９分） 

６月１２日（日） 「雨ぼうずピッチャン」（２０分） 

６月１９日（日） 
「アリババと４０人の盗賊」（１１分） 

「あしたもともだち おれたち、ともだち！シリーズ」（１３分） 

６月２６日（日） 
「にじいろのふしぎないし」（１５分） 

「ひつじのようなライオン」（８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 

６月 ５日（日） 「青い鳥」（３２分） 

６月１２日（日） 「雨をふらせる子熊くん」（２２分） 

６月１９日（日） 「がんばれ！ルルロロ しあわせのおやつ」（３０分） 

６月２６日（日） 「がんばれスイミー」（２６分） 

 

◆図書館映画会 
 

上福岡図書館  時間：午後２時～（開場：１時３０分～）   場所：2 階 視聴覚ホール 

日時 上映作品 内容 

６月１０日（金） 
 「夏の庭」（１１３分） 

小学生の男の子３人組は「人が死んだらど
うなるか」に興味を抱き、近くに住む変わ 
り者の老人を観察し始める。最初は 3 人
を邪険にしていた老人だったが、次第に打
ち解け、深い交流を持つようになって行
く。 

大井図書館   時間：午後２時～（開場：１時３０分～）   場所：2 階 研修室 

日時 上映作品 内容 

６月 ２日（木） 
「家康、江戸を建てる 

  ～水を制す～」（７０分） 

寒村から「大都市・江戸」を計画した、 
ドリーマー徳川家康と、家康の夢に人生を
かけた熱い男たちのドラマ！ 
江戸の低地では人が生きるための清水の確
保が急務であった。そこで上水の整備を命
じられたのは、家臣・大久保藤五郎。現在
の井の頭池から江戸の町に上水を通す 
という一世一代の大仕事に取り組む…。 

※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） 

６月       ３日（金） 

６日（月）・１０日（金） 

１３日（月）・１７日（金） 

              ２４日（金） 

    ２７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） 

６月      ２日（木） 

７日（火）・ ９日（木） 

  １４日（火）・１６日（木） 

２1 日（火） 

２８日（火）・３０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） 

６月２３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） 

６月１１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） 

６月１１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。 



 

 

 

 

 

 

☆450/ﾜｶ 

 

 

 

 

 

 

☆451.98/ﾍﾄﾞ 

 

 

 

 

 

 

☆451.91/ﾑﾗ 

今月のテーマ：お天気に詳しくなれる本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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） 

６月の図書案内

「若田光一の絶景宇宙写真とソラからの便り」 

ＫＯＩＣＨＩ ＷＡＫＡＴＡ／著 エクスナレッジ  

 

埼玉県出身の若田光一さんが Twitter に投稿した、宇宙から見た地上の写真

集です。雲の切れ間から見える大陸や小さな島々、夜、街の灯りできらめく 

大都市。地上からは見ることができない地球の姿にロマンを感じる 1 冊です。 

「世界の天変地異」 マッティン・ヘードベリ／著 

日経ナショナルジオグラフィック社  

 

地球温暖化により気象現象が激化し、天変地異とも呼べる気象現象が、世界

中で毎年のように起きています。映画のワンシーンを切り取ったような写真と

解説で、荒々しくも美しい地球に迫ります。 

「ひまわり 8 号と地上写真からひと目でわかる日本の天気と気象図鑑」 

村田健史／著 誠文堂新光社 

 

ニュース番組の天気予報や台風情報のコーナーでよく聞かれる言葉を、宇宙

からみた写真を使ってくわしく解説した１冊です。また、ひまわり８号がどの

ようにして写真やデータを送るのか、その利用方法も掲載されています。 

これであなたも、お天気博士になれるかもしれません！ 

「雲と天気大事典」武田康男／著          あかね書房 

 

一言で「雲」といっても、自然に発生して雨や雪を降らせる雲もあれば、飛

行機雲のように人工的に発生する雲もありますね。 

雲は空を見上げればいつでも見ることができ、入道雲のように季節を感じるこ

ともできます。いろんな雲の形を見てみましょう！ 

 

 

 

 

 

○451/ﾀ 

梅雨は雨の日が多く、おでかけや散歩ができない日が続きます。 

また、気温が上がるにつれてゲリラ豪雨など天気が不安定な日も 

でてくるかもしれません。 

今月は、わたしたちの生活と密接な関係にあるお天気について 

学べる本を紹介します。 



 

（４月１日～４月３０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 

アーキビストとしてはたらく 下重直樹／編 山川出版社 一般書018.09/ｼﾓ 

「前向きに生きる」ことに疲れたら

読む本 
南直哉／著 アスコム 一般書188.84/ﾐﾅ 

<記憶の継承>ミュージアムガイド 皓星社編集部／編 皓星社 一般書210.6/ｺｳ 

湘南ハイク   ――――― 山と溪谷社 一般書291.37/ｼﾖ 

ひきこもり“心の距離”を縮める 

コミュニケーションの方法 
山根俊恵／著 中央法規出版 一般書367.68/ﾔﾏ 

怖くて眠れなくなる元素 左巻健男／著 PHP研究所 一般書431.11/ｻﾏ 

地図とデータで見る 

健康の世界ハンドブック 
ジェラール・サレム／著 原書房 一般書498/ｻﾚ 

リジェネレーション<再生> ポール・ホーケン／編著 山と溪谷社 一般書519/ﾎｹ 

ハンドメイドのベビー服とこもの ――――― ブティック社 一般書593.36/ﾊﾝ 

シマリス完全飼育 大野瑞絵／著 誠文堂新光社 一般書645.8/ｵｵ 

日本の仏像 写真・図解 

この一冊ですべてがわかる！ 
薬師寺君子／著 西東社 一般書718/ﾔｸ 

台湾人が毎日必ず話す台湾華語180 Lily Lin／著 三修社 一般書828.3/ﾘﾝ 

編集者宇山日出臣追悼文集 太田克史／編 星海社 一般書910.265/ｳﾔ 

吉本隆明   没後10年、激動の

時代に思考し続けるために 
河出書房新社編集部／編 

河出書房新社 
一般書910.268/ﾖｼ 

ゴールドサンセット 白尾悠／著 小学館 一般書913.6/ｼﾗｵ 

羊毛フェルトの比重 高森美由紀／著 産業編集センター 一般書913.6/ﾀｶﾓﾘ 

水の墓碑銘 P.ハイスミス／著 河出書房新社 文庫933/ﾊｲ 

□□□□□□□□□□□□□児童向け□□□□□□□□□□□□□ 

アトラス 

自然と文化を知るイラスト世界地図 

ドーリング・キンダース

リー社編集部／企画・編

集 

BL出版 児童290/ﾄﾞ 

里山の生き物図鑑 ――――― 学研プラス 児童480/ｻ 

アリのかぞく 島田拓／ぶん 福音館書店 児童486/ｼ 

ゆきちゃんは、ぼくのともだち！ 武田美穂／作・絵 童心社 物語絵本/ﾀ 

ヤングさんのオーケストラ 小池敏彦／絵 ポプラ社 物語絵本/ｺ 

おばけのアッチあかちゃんは 

ドドン! 
角野栄子／さく ポプラ社 児童幼年/ｶ 

タヌキの土居くん 富安陽子／作 福音館書店 児童文学/ﾄ 

ともだちおっとっと 内田麟太郎／脚本 童心社 物語紙芝居/ﾄ 


