
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８月号 第２５５号 

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

 

◆平和を考えるえいが会 
日  時／８月１４日（日）午前１１時～１１時４０分 

場  所／上福岡図書館 2 階 視聴覚ホール 

内  容／映画「しんちゃんのさんりんしゃ」（２４分）の上映、絵本の読み聞かせ 

対  象／どなたでも 

定  員／３０人（申込順） 

申込方法／当日、会場前で申し込む。 

 

◆こわいおはなし会 
日  時／８月２０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 

内  容／こわい絵本の読み聞かせ、語り、紙芝居など 

対  象／３歳～小学生 

定  員／６０人（定員を超えた場合は抽選） 

申込方法／８月６日（土）～１４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１７日（水）までに電話連絡します。 

 

◆おりがみ教室     
 日  時／８月２８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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 

 

 

 

◆イオンタウンおはなし会 
日  時／８月２５日（木）午前１１時～１１時３０分 

場  所／イオンタウンふじみ野３階 フードガレージ 

内  容／絵本の読み聞かせ、紙芝居などを行います。 

対  象／どなたでも 

定  員／１０家族さま（先着順） 

申込方法／当日会場にお越しください。 

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 

「きんぎょ」 



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

 

◆お楽しみマジックショー 
日  時／８月１４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 

 

 

◆めざせ！キッズライブラリアン 
日  時／８月１８日（木）午前９時～午後０時３０分 

場  所／大井図書館 2 階 会議室 

内  容／読み聞かせや返却、配架など図書館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／８月５日（金）～１４日（日）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８月１６日（火）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９時～１０時 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３０分～午後０時３０分 返却・配架など 

 

 

◆夏のこどもえいが会 
日  時／８月１９日（金）午後２時～３時 

場  所／大井図書館 2 階 研修室 

内  容／「おじゃる丸スペシャル 銀河がマロを呼んでいる 

～ふたりのねがい星～」（５４分） 

 

 

◆暗闇おはなし会 
日  時／８月２８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／灯ろうの明かりの部屋で、語りの会「ずくぼんじょ」が、 

     ぞくぞくするこわ～い昔話をします。 

対  象／小学生以上（お話が聞ければ幼児も可） 

定  員／２０人（定員を超えた場合は抽選） 

申込方法／８月６日（土）～２３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。 

※申込者全員に８月２５日（木）までに結果を電話連絡します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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） 

８月１日（月）・ ５日（金） 

８日（月）・１２日（金） 

１９日（金） 

        ２２日（月）・２６日（金） 

     ２９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） 

８月   ２日（火）・ ４日（木） 

９日（火）・１１日（木・祝） 

１６日（火）・１８日（木） 

２３日（火） 

３０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） 

８月２５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） 

８月１３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） 

８月１３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 
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／８月２１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 

８月 ７日（日） 「幽霊屋敷」（２０分） 

８月２１日（日） 「シートン動物記 ギザ耳うさぎ」（２３分） 

８月２８日（日） 
「１００ばんめのサル」（１７分） 

「ミッキー・マウスのキャンピングカー」（９分） 

大井図書館 時間：午前１１時～ 場所：2 階 研修室 申込：当日、会場入口で申し込む。 

日時 上映作品 

８月 ７日（日） 「オバケちゃん」（２５分） 

８月１４日（日） 「字のないはがき」（１８分） 

８月２１日（日） 
「百目のあずきとぎ～ブルッとこわい！！おばけの話…」（１５分） 
「きもだめしのばん～せすじゾクゾク ようかい話…」（１５分） 

８月２８日（日） 「おばけ長屋」（２０分）※この回のみ１１時３０分～開始です。 

◆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 

８月１２日（金） 
 

「ミュージカル 南十字星」 

（１４２分） 

劇団四季で２００８年に上演されたオリジ
ナルミュージカル。南方に出征した保科勲
がインドネシア女性との運命の出会いと別
離を経験しながら、戦争に翻弄される姿を
描く。 

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 

８月 ４日（木） 「ハルをさがして」（９３分） 

3.11 後の僕らのスタンド・バイ・ミー。 
２０１２年夏。主人公は中学３年生。同級
生の少女の家族は東日本大震災後、福島か
ら東京に自主避難してきていた。残してき
た愛犬“ハル”が行方不明に。一緒に探し
に行く旅が始まる…。 

９月 １日（木） 
「少年寅次郎スペシャル」 

         （９８分） 

国民的映画「男はつらいよ」の主人公、車
寅次郎の生い立ちから旅立ちまでを描いた
ドラマ。昭和１１年２月２６日。車家にも
二・二六事件が勃発。雪の前夜、帝釈天の
参道にあるだんご屋の軒下に置かれていた
赤ん坊は、この家の子どもになった。腹違
いの妹・さくらの誕生、戦争と父の出征、
初恋…そしてその後の寅次郎につながる家
出。そして、あれから１年ー。 

※８月４日（木）の大井図書館開催時は、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♪ 



８月１１日は「山の日」です。「山の日」は、2014 年に制定さ

れ、山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝することを趣旨としてい

ます。昔から人々の間では、山と共生する文化が培われてきました。

みなさんもこの夏、登山・ハイキング・キャンプと大自然を満喫して

みませんか。 

 

 

 

今月のテーマ： を知り、 を楽しむ 
 

 

 

 

 

 

 

 

〇物語絵本/ｲ 

 「富士山にのぼる」増補版  石川直樹／著 アリス館 

   

10 代の頃から世界を旅し、７大陸の最高峰すべてに登頂をはたした著者が子ど

もたちへ贈る写真絵本です。日本一の山として世界中の人々に愛されている富士

山。高さだけではなく、その優美な姿や、活火山という荒々しさが写真を通して感

じられます。遠くから何度も見ている姿ですが、あらためて気づく事がたくさんあ

るはずです。 

 

☆291.36/ｴﾄﾞ 

 「東京 街なか山さんぽ」  『江戸楽』編集部／著 

メイツユニバーサルコンテンツ  

 

大都会にたたずむ高さ 10m 未満の超低山から、お弁当を持って気軽にハイキン

グできる里山まで、東京周辺の 51 山を紹介しています。あなたの通う会社や学校

へのルート上に、あるいは自宅のすぐ近くにもあるかもしれません。そんな小さな

山でも、歴史あり自然ありと見どころに溢れています。 

☆706.9/ｾﾞﾝ 

 「全国山の美術館と博物館」  G.B. 

 

人々は山や自然と寄り添って暮らしながら、山を敬い、山を愛でてきました。 

本書では、山の行き帰りに立ち寄ることができる施設や、絶景を眺めながら思索 

できる施設などを紹介しています。山に関する作品や資料を鑑賞したり、紐解いた

りすることで、山とのふれあいを違う面から楽しんでみてはいかがですか。 

☆596.4/ｸﾘ 

 「栗原心平のごちそうキャンプ」  栗原心平／著 小学館 

 

山の楽しみ方のひとつにキャンプがあります。大自然の中に身を置き、自由な時

間を過ごすことも格別ですが、なんと言ってもキャンプで食べる料理が最高です

ね。スキレットで焼くガーリックソテー。メスティンで作るオムレツ。10 分で作

れるお手軽料理から、ダッチオーブンで作る本格料理までごちそうレシピ満載で

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） 

 

 

指定管理者 FUJIMINO TRC GROUP ８月の図書案内

 

 



（６月１日～６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 

ゆっくり学ぶ 岸見一郎／著 
集英社クリエイテ

ィブ 
一般書002/ｷｼ 

メタバース見るだけノート 岡嶋裕史／監修 宝島社 一般書007.353/ﾒﾀ 

あなたの強さは、あなたの弱さから

生まれる 
小澤竹俊／著 アスコム 一般書159/ｵｻﾞ 

喜怒哀楽のお経を読む 釈徹宗／著 朝日新聞出版 一般書183/ｼﾔ 

日光ハイキング案内 ――――― 山と溪谷社 一般書291.32/ﾆﾂ 

ストックホルムと小さな街散歩スウ

ェーデンへ 
田中桜／著 イカロス出版 一般書293.893/ﾀﾅ 

個人事業の教科書1年生 改訂４版 宇田川敏正／監修 新星出版社 一般書335/ｺｼﾞ 

最期まで在宅おひとりさまで機嫌よ

く 
上野千鶴子／著 中央公論新社 一般書367.75/ｳｴ 

ダマして生きのびる虫の擬態 海野和男／写真と文 草思社 一般書486.1/ｳﾝ 

股関節痛自分で治す最強事典 ――――― マキノ出版 一般書494.77/ｺｶ 

花のリボン刺しゅう 小倉ゆき子／著 日本ヴォーグ社 一般書594.2/ｵｸﾞ 

ゆる発酵 榎本美沙／著 オレンジページ 一般書596/ｴﾉ 

犬ごはんレシピ 鈴木華奈／監修 ナツメ社 一般書645.63/ｲﾇ 

世界一やさしいTikTokマーケティ

ングの教科書1年生 
小里雄平／著 ソーテック社 一般書675/ｵﾘ 

車いすでも、車いすじゃなくても、

僕は最高にかっこいい。 
古澤拓也／著 小学館 一般書783.1/ﾌﾙ 

基礎からわかる論文の書き方 小熊英二／著 講談社 一般書816.5/ｵｸﾞ 

破れ星、流れた 倉本聰／著 幻冬舎 一般書912.7/ｸﾗ 

□□□□□□□□□□□□□児童向け□□□□□□□□□□□□□ 

戦争をやめた人たち 鈴木まもる／文・絵 あすなろ書房 児童217/ｽ 

星座と神話大じてん 永田美絵／著 成美堂出版 児童440/ﾅ 

小学生のためのはじめての「クラシ

ック音楽」 

「子どもとクラシック音

楽」研究会／著 

メイツユニバーサ

ルコンテンツ 
児童760/ｺ 

生まれかわりのポオ 森絵都／作 金の星社 児童文学/ﾓ 

くみたて 日本傑作絵本シリーズ 田中達也／作 福音館書店 物語絵本/ﾀ 

おふろのなかのジャングルたんけん 
まつおかたつひで 

／作・絵 
童心社 物語絵本/ﾏ 

ちゃぷちゃぷぷーん 及川賢治／絵 福音館書店 ベビー本/ｵ 

イカにんじゅつ道場 香桃もこ／作 福音館書店 児童幼年/ｶ 

しゅくだいドッジボール 福田岩緒／作・絵 PHP研究所 児童幼年/ﾌ 


