さる、６月２９日（日）八街東小で開催された
八街東地区社会福祉協議会地域フォーラムにお
いてジュニア司書がおはなし会ボランティアと
共におはなし会を実施しました。
参加したジュニア司書は５名。
会場準備、リハーサル、呼び込みなども分担して行い、
図書館で学んだ成果を存分に発揮しました。
大型絵本やパネルシアターなどを全２回公演し、大勢の
地域の方が楽しまれていました。

そして今年もジュニア司書＆ジュニア司書養成講座受講生が
活躍する夏がやってきました。
カウンター作業や書架整理、おはなし会などに挑戦します。
慣れないカウンター作業にご迷惑をおかけするかも知れませ
んが、どうか温かい目で見守ってください。
八街市の未来をになう若人たちに声援をお願いします！！
昨年度のカウンター実習の様子

『おはなし会夏休みスペシャル』
年齢制限がないのでだれでも参加できます！
申込み不要
毎週土曜日 午後３:00～（約30分間）
集合：午後2:55 おはなしコーナー前
※先着１２０名のお子さんにご当地キャラクターシールのプレゼントあり。（なくなり次第終了）

おはなし

８/2

(土)

おおきなえほん

からすのパンやさん

パネルシアター

だれとだれかとおもったら

おはなし

８/9

(土)

おおきなえほん
エプロンシアター
おはなし

８/１6

(土)

８/３0

(土)
(土)

ビリー
ガンピーさんのふなあそび
はらぺこあおむし
エパミナンダス

おおきなえほん

どうぞのいす

パネルシアター

かおかおどんなかお

おはなし

８/２3

せかい

世界 でいちばんえらいひと

い

ぎも

さるの生 き肝

おおきなえほん

ちびゴリラのちびちび

パネルシアター

ねずみとかぜ

おはなし
にんぎょうげき

せかい

こえ

世界 でいちばんきれいな声
ホンザときつね

夏休み期間中、２Ｆ集会室を臨時閲覧席として開放します。
■期

間

平成２６年７月１８日（金）～８月３１日（日）
※図書館の休館日や行事がある場合は除きます。
※館内に掲示される臨時閲覧席設置予定日を確認してください。
（図書館ホームページ上にも掲載します）

■時

間

午前９時～午後５時

■対

象

中学生以上の方が対象です。

■そ の 他

受付等はありませんが、マナーを守り静かにご利用ください。

ＧＯ！ＧＯ！！ひばり号！！！

移動図書館乗務員日記

移動図書館での仕事は四季のうつろいを五感
で感じられるところに醍醐味があります。
春夏秋冬の匂いを追いながらひばり号は街を
めぐります。
移動図書館百景：春の二州小

児童コーナーにおいでよ
ぬいぐるみのおとまり会を開催します！！
お気に入りのぬいぐるみを図書館におとまりさせ
てみませんか？夜の図書館で何をするのかな？
その様子を撮った写真をプレゼントします！
■日時：①ぬいぐるみのおあずかり
平成２６年８月２２日（金）午前１０：００～１０：３０
または１１：１５～１２：００
②ぬいぐるみのおかえし
平成２６年８月２６日（火）午後１：００～１：３０
または２：１５～３：００
■対象：市内在住・在学の０歳～小学生で①②の両日来館できる方
（未就学児は保護者同伴）
■定員：１０名（定員になり次第締め切り）参加費：無料
■申込み：平成２６年８月１５日（金）午前９時より、電話または
カウンターにて受付。
※ぬいぐるみは一人１点、大きさは１５ｃｍ～５０ｃｍまで。
また、高額なもの、壊れやすいものはお断りすることがあります。

青春の玉手箱
～ティーンズコーナーより愛をこめて～

市内の中学生に配布する「Ｓｕｍｍｅｒ Ｖａｃａｔｉｏｎ」（夏休み図書
館利用案内兼おすすめの本リスト）作成のために何冊かの本を
読みました。今回は、その中で気になった本を紹介します。

いらない物を捨てればかたづくのか？この本では、かたづけ力とは、自分の人生に必要なモノを選ぶ
技術（何を持つかを選択する力）、日常生活や人生の流れをコントロールする力であり、片づけには深
い深い哲学があると言っています。というと、とても堅苦しそうですが、「そうそう、あるある、そうだった
のか」と思いながら、読み終わるころには行動したくなるから不思議です。
夏休みは、かたづけのチャンスかもしれません。
「中高生のための「かたづけ」の本」
是非この機会に！私も親子でかたづけトレーニ
杉田 明子・佐藤 剛史／著
岩波書店
ングをしたいと思います。
（この本は、カウンター前「うちどく」の棚にあります）

新聞や雑誌の毀損が
発生しています。
図書館の資料は「みんなのもの」です。
次に読む方が気持ちよく読めるよう、
切り取りや書き込みはしないでください。
～一般開架から覗く～

※新聞や雑誌の広告も資料の一部です。

インフォメーション
7月

パラダイスシアターアップデート

7 月 休館日

７／２０（日）

１０８分 モンパルナスの灯 （主演：ジェラール・フィリップ）

８／ ５（火）

１７７分 おしん 1 （主演：小林 綾子）

14 月 休館日

８／１２（火）
８／１７（日）

ジュニア司書養成講座
７／１８～１１月
18
19
20
21
22

金 ジュニア司書養成講座開講
土 おはなし会
日 パラダイスシアター（一般）
月 休館日
火 休館日

24 木 夏休み子ども科学講座 ※要申込
26 土 おはなし会
28 月 休館日

９０分 はだしのゲン （アニメーション）

８／１９（火）

１０７分 千の風になって

９／ ２（火）

１７７分 おしん ２ （主演：小林 綾子）

９／ ９（火）
９／２１（日）

１１１分 魔法をすてたマジョリン

（劇団四季ミュージカル）

■上映開始時刻
火曜日：午前１０時３０分～、午後２時～
日曜日：午後２時～
入場無料

31 木 休館日

えほんがうごくえいがかい

8月

毎月第２土曜日 午前１０：３０～、午後２：００～

2 土 おはなし会夏休みスペシャル
4 月 休館日
5 火 パラダイスシアター（一般）
9 土 おはなし会夏休みスペシャル
えほんがうごくえいがかい
11 月 休館日
12 火 パラダイスシアター（アニメーション）
16
17
18
19

土 おはなし会夏休みスペシャル
日 パラダイスシアター（アニメーション）
月 休館日
火 パラダイスシアター（一般）

22 金 ぬいぐるみおとまり会 ※要申込
ジュニア司書おはなし会スペシャル
23 土 おはなし会夏休みスペシャル
25 月 休館日
はいはいよちよちおはなし会
26 火 おひざでだっこのおはなし会
ジュニア司書おはなし会スペシャル
29 金 休館日
30 土 おはなし会夏休みスペシャル

８／９ （土） ○めがねうさぎ
○おばけのてんぷら
９／１３（土） ○さる・るるる
○がいこつさん
○かぶさん とんだ

対象の目安
３才～
入場無料

イベント案内

9月

ジュニア司書養成講座受講生による

おはなし会

1 月 休館日
2 火 パラダイスシアター（一般）

～受講生が研修の成果をお披露目する特別なおはなし会～
企画、構成、ＰＲすべて自分たちでやります！

6 土 おはなし会
8 月 休館日
9 火 パラダイスシアター（ミュージカル）
13 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい
15 月 休館日
16 火 休館日
20
21
22
23

対象の目安
３才～

土 おはなし会
日 パラダイスシアター（ミュージカル）
月 休館日
火 休館日

27 土 おはなし会
29 月 休館日
30 火 休館日

日
日
場
対

時
時
所
象

８月２２日（金） 午前１０時～午前１０時４５分
８月２６日（火） 午後２時～午後２時４５分
市立図書館 ２階 視聴覚ホール
年齢制限なし。どなたでも参加できます。

※申込み不要、時間になりましたらおはなしコーナー前に集まってください。

『夏の図書館だより』

八街市立図書館
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