
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７月号 第２５４号 

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

 

◆夏のおはなし会 
日  時／７月２３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／夏にちなんだ絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊びなど 

対  象／３歳～小学生 

定  員／２５人（申込順） 

申込方法／当日、会場前で申し込む。 

 

 

◆めざせ！キッズライブラリアン～子ども司書講座～ 
日  時／８月５日（金）午前８時４５分～１２時４５分 

場  所／上福岡図書館２階 集会室２ 

内  容／読み聞かせや返却、配架など図書館で働く 

司書の仕事を体験します。 

対  象／市内在住・在学の小学４年生～中学生 

定  員／６人（定員を超えた場合は抽選） 

申込方法／７月１６日（土）～３１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８月４日（木）までに結果を電話連絡します。 

＊時間割は以下の通りです＊ 

時間 内容 

1 時間目 午前８時４５分～９時４５分 読み聞かせ講習 

２時間目 午前１０時１５分～１１時１５分 おはなし会に参加 

３時間目 午前１１時４５分～１２時４５分 返却・配架など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
 

 

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。 

◆上福岡図書館の集会室を学習室として開放します 

夏休みの宿題や調べものなどの学習にご利用いただけます。 

利用を希望される場合は、カウンターで申込をお願いします。 

開放期間：７月１６日（土）～９月４日（日）午前９時～午後７時４５分 

休館日：第３月曜日（祝日含む） 

対象：小学生以上 

利用人数：集会室１（６人）、集会室２（１０人） 

※ご利用の際は、マスク着用・手指消毒をお願いします。 



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

 

◆夏休みこども工作教室「つなわたりゴマを作ろう！」 
日  時／８月１１日（木・祝）①午前１０時３０分～１１時３０分 

               ②午後２時～３時 

場  所／上福岡図書館 2 階 集会室２ 

内  容／つなわたりゴマを作って、みんなで遊びます。 

対  象／市内在住・在学の小学生 

定  員／各回１０人（定員を超えた場合は抽選） 

申込方法／７月２３日（土）～３１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８月９日（火）までに結果を電話連絡します。 

 

◆おりがみ教室     
 日  時／７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。 

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

 

◆夏休みおはなし会 
日  時／７月２４日（日）午前１０時３０分～１１時１５分 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

内  容／語りの会「ずくぼんじょ」の昔話 

対  象／小学生以上（お話が聞ければ就学前の子も可） 

 

 

◆夏のこどもえいが会 
日  時／７月２９日（金）午後２時～２時５０分 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

内  容／「トムとジェリー 花火はすごいぞ」（４９分） 

 

 

◆夏休み子ども工作教室 

「SDGｓチャレンジ！ダンボールでオリジナルの貯金箱を作ろう！」 
日  時／７月３０日（土）①午前１０時３０分～１１時４５分 

             ②午後１時３０分～２時４５分 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

内  容／ダンボールに関するクイズや、ダンボールを使った貯金箱の作成 

対  象／市内在住・在学の小学生 

定  員／各回１２人（定員を超えた場合は抽選） 

申込方法／７月９日（土）～２４日（日）午前９時～午後７時に 

大井図書館窓口か電話で申し込む。 

※申込者全員に７月２７日（水）までに結果を電話連絡します。 

 

今月のおりがみ 

「くわがた」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆おはなし会 

上福岡図書館  場所：2 階 視聴覚ホール ※状況により、場所が変更になる場合があります。 

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） 

７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） 

   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） 

7 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） 

７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） 

７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） 

７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 

                     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／７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 

 

◆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 

７月 ３日（日） 
「七夕さま おりひめとひこぼし」（１０分） 

「百目のあずきとぎ」（１５分） 

７月１０日（日） 「小さなバイキングビッケ ビッケと大あざらし」（２３分） 

７月１７日（日） 
「とらねこめいたんてい」（１０分） 

「にげだしたおおおとこ」（１０分） 

７月２４日（日） 

「忍たま乱太郎のがんばるしかないさ１ よいと思うことをおこなう」（１０分） 

「忍たま乱太郎のがんばるしかないさ２ あたたかいこころでしんせつにする」 

（１０分） 

７月３１日（日） 「海ガメさんのちえ」（２０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 

７月 ３日（日） 「１０ぴきのかえるのなつまつり」（２０分） 

７月１０日（日） 「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント☆NEXT 地球の段」（３０分） 

７月１７日（日） 
「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント☆NEXT 

太陽系の段」（３０分） 

７月２４日（日） 「からすのパンやさん」（２０分）※この回のみ１１時３０分～開始です。 

７月３１日（日） 「アイスくりたろう」（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 

７月 ８日（金） 
 

「島だって夢を見る」 

（８４分） 

香川県の離島を舞台に、久しぶりに故郷に
帰ってきた主人公が、個性的な島民たちと
ともに島おこしを始める。「うどん」を軸
に計画が進められていくが、果たして彼ら
の町おこしはうまくいくのか！？  

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 

７月 ７日（木） 
「家康、江戸を建てる 

  ～金貨の町～」（７５分） 

江戸を大坂から日本の経済の中心にするに
は、日本初の流通貨幣を江戸で製造しなく
てはならない。家康が抜擢したのは、京の
名家・後藤家の一職人にすぎない橋本庄三
郎であった…。 

※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。 
 



今月のテーマ：夏の思い出 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○児童 380 

 「知って楽しい花火のえほん」 冴木一馬／作 あすなろ書房 

 

いろいろな色や形をした花火の作り方、打ち上げ方、花火の種類や歴史など 

 花火にまつわる素朴な疑問に答えてくれます。花火の鑑賞に欠かせない「音」 

 についてや、昼間の花火、日本各地の花火についても豊富な写真とともに解説 

されていて、花火を見るのが何倍も楽しくなる一冊です。 

 

 

 

 

 

 

☆666.9/ｵｶ 

 「どんぶり金魚の楽しみ方」 岡本信明／著 池田書店 

 

水と器だけで金魚を飼うシンプルな飼育法を、その準備から、お世話の基本、

飼育の楽しみ方までていねいに紹介しています。ポイントは、毎日の水換えと 

餌は少なめに与えること！起こりやすい不具合の対処法や病気のサインと治療法 

も解説しています。不思議と金魚が身近で愛おしい存在になってきます。 

 

 

 

 

 

 

☆451.61/ﾀｹ 

 「雲と暮らす。」 武田康男／文・写真 誠文堂新光社  

 

さまざまな雲の姿を、季節、時間、場所別に紹介しています。ふとした瞬間 

に空を見上げれば、当たり前のようにある雲。どこにいても、誰にでも、道具も 

要らずに楽しめる雲の世界に思いを馳せ、しばし身を寄せてみたくなります。 

今までと違った景色が見えてくるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

☆386.1/ｸﾎﾞ 

 「日本の祭り解剖図鑑」 久保田裕道／著 エクスナレッジ 

 

新たな年の始まりに豊かな一年を願う祭り、災いを吹き飛ばす夏祭り、豊か 

な稔りを感謝する秋祭り、祭りで力を取り戻し、新たな年を迎える準備をする 

祭り、日本の祭りは神道をはじめとした信仰から生まれたものが多いとされて 

います。その起源や、「誰」をまつり、「何」を祈るのかを神輿や山車、お囃子、 

鬼といった祭りの花形とともに楽しく図解しています。 

 

※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） 

７月の図書案内

７月！いよいよ夏です。「夏」といえば、海、山、ギラギラ太陽、 

真っ青な空に入道雲、そして夏休みの旅行！考えるだけでワクワク 

してきますね。 

 今月は夏の風物詩にちなんだ本を紹介します。この夏もいろいろ 

な体験をしてたくさんの思い出を作ってください。 

 



（５月１日～５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 

図説本の歴史 樺山紘一／編 河出書房新社 一般書020.2/ｶﾊﾞ 

編集者の著作権基礎知識 豊田きいち／著 太田出版 一般書021.2/ﾄﾖ 

大切な人を亡くした人の気持ちが 

わかる本 
高橋聡美／著 法研 一般書146.8/ﾀｶ 

宮廷女性の戦国史 神田裕理／著 山川出版社 一般書210.47/ｶﾝ 

今とこれからがわかるはじめての

LGBT入門 

清水展人／著 主婦の友社 一般書367.97/ｼﾐ 

マイホーム山谷 末並俊司／著 小学館 一般書369.9/ｽｴ 

動物行動学者、モモンガに怒られる 小林朋道／著 山と溪谷社 一般書481.78/ｺﾊﾞ 

コロナと創薬  橋本宗明／著 日経BP 一般書499.09/ﾊｼ 

日本建築を作った職人たち 浜島一成／著 吉川弘文館 一般書525.54/ﾊﾏ 

安くて小さい家を建てる方法の 

すべてがわかる本 
主婦の友社／編 主婦の友社 一般書527/ｼﾕ 

宿根草で手間いらず一年中美しい 

小さな庭づくり 
阿部容子／監修 西東社 一般書629.75/ｼﾕ 

西洋美術105人の巨匠 岡部昌幸／監修 三才ブックス 一般書723/ｾｲ 

ソロキャンプ大事典 青木達也／監修 成美堂出版 一般書786.3/ｿﾛ 

TOKYOいい川釣れる運河 つり人社書籍編集部／編 つり人社 一般書787.15/ﾂﾘ 

英語の階級 新井潤美／著 講談社 一般書834.9/ｱﾗ 

闇で味わう日本文学 中野純／著 笠間書院 一般書910.2/ﾅｶ 

縦横無尽の人間力 宮城谷昌光／著 中央公論新社 一般書914.6/ﾐﾔ 

ベイルート961時間 関口涼子／著 講談社 一般書955/ｾｷ 

□□□□□□□□□□□□□児童向け□□□□□□□□□□□□□ 

お祭りが大好きパヤベくん 長倉洋海／著 アリス館 児童380/ﾅ 

こちらムシムシ新聞社 三輪一雄／作・絵 偕成社 児童486/ﾐ 

エネルギーって何だろう? 小池康郎／監修 PHP研究所 児童500/ｴ 

はじめての子どもパン教室 吉永麻衣子／著 主婦の友社 児童596/ﾖ 

列車で行こう! JR全路線図鑑 櫻井寛／写真・文 世界文化社 児童686/ｻ 

ちいさなたいこ 秋野不矩／え 福音館書店 物語絵本/ｱ 

おとうとがおおきくなったら ジュディ・ワトソン／絵 徳間書店 物語絵本/ﾜ 

ないしょの五日間 岡田淳／作 偕成社 児童文学/ｵ 

草のふえをならしたら 林原玉枝／作 福音館書店 児童文学/ﾊ 

病院図書館の青と空 令丈ヒロ子／著 講談社 児童文学/ﾚ 


