秋の図書館は楽しいイベントが目白押し！
ぜひ、ご家族みなさんでご参加ください。
※１１月３日（祝）および１１月２３日（祝）は特別開館します。
なお１１月４日（火）および１１月２５日（火）は休館となります。

11/3
（月）

11/9
（日）

11/15
（土）

11/20
（木）

12/20
（土）

■文化の日映画会
プッチーニ：歌劇「トスカ」 映画版
プッチーニ・オペラの代表作をヒロイン映画
の名手ブノワ・ジャコ監督が完全映画化
２００１年/フランス＝ドイツ＝イギリス＝イタ
リア合作

■ジュニア司書認定式
夏休み期間中、八街の未来を輝かす１０
名の小中学生がジュニア司書をめざして頑
張りました。
第４期ジュニア司書誕生の瞬間に立ち会っ
てみませんか？

■やちまた教育の日月間
おはなし会スペシャル
年齢制限がないのでお父さんやお母さん、
おじいちゃん、おばあちゃんも一緒に、みん
なで見に来てください。
ジュニア司書による大型絵本やペープサー
トもあるよ！

■大人のためのおはなし会
普段のおはなし会は大人は入室できず、子
ども達だけの特別な楽しみですが、11月20
日(木)のおはなし会は大人の方を対象とし
た大人だけのおはなし会です。
四季を感じる世界の昔話や物語を童心に
かえって、ゆったりとお楽しみください。

■冬のおはなし会スペシャル
おはなし・ブラックパネルシアター・大型絵
本などを行います。
この季節には欠かせないアノ人も来るか
も？！

時 間 午後２時～４時
場 所 視聴覚ホール
定 員 ８０名
申し込み不要

時 間 午前１０時～
10時３０分
場 所 視聴覚ホール
申し込み不要
（途中からは入場できません）

時 間 午後３時～
対 象 こども～大人まで
申し込み不要

時 間 午前１0時～
11時3０分
対 象 一般
（市内在住・在勤の方優先）

定 員 ３０名（申込順）
語り手 ボランティア・職員
※申し込みは、１０月１５日（水）から
※保育有り（要申込）

時 間 午後３時～
３時４０分
対 象 こども～大人まで
（市内在住・在学の方優先）
※年齢制限がないので、どなたでも参
加できますが、 ４歳未満のお子さんは、
保護者同伴でお願いします

定 員 ６０名（申込順）
※申し込みは、１２月２日（火）から

今年も読書週間がはじまります。
図書館でも読書週間にあわせた展示本コーナーを館内随
所に設置します。また、読書の秋にふさわしいイベントも用
意しました。秋の夜長にぴったりの本を探してみてください。

10/1～
10/26

「私が選んだおすすめ本」大募集
図書館を利用される皆様から､おすすめの本を募集します。
・一般書および児童書・絵本を紹介してください。
・原則として、図書館にある本でお願いします。
◎館内にある応募用紙にてご応募ください。
※なお雑誌・漫画、学習参考書は除外します。
※鉛筆よりは色の濃い筆記用具、サインペン・マジッ
ク等でご記入ください。
※書名・著者名・出版社に間違いがある場合のみ、
図書館で訂正させていただきます。
※保護者代筆による幼児の応募もできます。
※応募用紙の返却は致しません。
◎応募用紙は、そのまま展示用パネルに貼り付けて
展示する予定です。
◎推薦本（紹介文）の展示は、読書週間（10/27～
11/9）に合わせて、１１月中の予定です。

10/28～
11/9

閉架書庫を開放します
普段は職員しか入れない書庫に入って本を借りる事ができます。
主に日本文学を収蔵している１階書庫に入庫できます。
貸出可能な資料：【文学研究・作家研究・詩歌・小説・エッセイ・ルポルタージュ・月刊雑誌
バックナンバー】

期間：１０月２８日（火）～
１１月９日（日）（図書館開館日）
時間：午前１０時～午後４時まで
対象：中学生以上
申し込み：当日カウンターにて受付

ＧＯ！ＧＯ！！ひばり号！！
移動図書館乗務員日記
ひばり号は台風など悪天候の場合には運行を中止することがあります。
そのようなときはやちまた配信メールや図書館のＨＰで運休のおしらせ
をしますが、微妙な天気の場合はお手数ですが図書館までお問い合わ
せください。運行状況をご案内します。（小雨の時はパラソルを広げます）

児童コーナーにおいでよ

秋の夕日に黄昏れるひばり号

新規事業「ぬいぐるみのおとまり会」をしました！（８月２２日～２６日）
この事業は、お子さんのお気に入りのぬいぐるみを、図書館にお持ちいただき、お預かりします。
その間、ぬいぐるみ達が図書館で過ごす様子を撮影した写真などを、プレゼントするというものです。
ぬいぐるみ達は、図書館で、書庫探検やおはなし会、パソコン操作などを体験しました。また、くま館
長と司書のくまこが、おとまりしたぬいぐるみ達のお世話をしました。
そしてお迎えの日。子ども達は写真を見て、「こんなことしてたんだー」とニッコリ。４日ぶりに会った
ぬいぐるみを抱っこして、司書のくまこが選んだ本を借りて帰ってくれました。お子さん達が、図書館
に親しみを感じ、今後の長きにわたる利用者になってもらえればと願っています。

カウンターの
パソコンを体験

書庫には本が
たくさんあるな！

司書くまこによ
るおはなし会

なにを読んでい
るの？

青春の玉手箱
～ティーンズコーナーより愛をこめて～

図書館のカウンターから一番遠い場所に中高生に読んでもらい
たい本を集めたティーンズコーナーがあります。その一角にさら
にテーマを決め、1ヶ月から３ヶ月くらいの期間、本を展示してい
ます。
１０月からは、「あなたの未来は？」をテーマに伝記や職業の本、
生き方のヒント、大学案内などの本を展示しています。もちろん
ティーンズ以上の方もご利用いただけます。 本を探す機械では
右記のように 【Ｔｅ展示】になります。
次の展示変えは、１２月中旬ころ、ブックリスト『冬物語』に掲載
の本（第４期ジュニア司書と八街中央中学校の星先生のおすす
めする本）です。お楽しみに！！

月の裏側

～一般開架から覗く～

利用券を忘れてしまった場合でも本の貸出はできます。
そんな時はカウンターの職員におたずねください。臨時利用券を発行し、貸出処
理をします。
だから…本の無断持出は、ダメよ～ダメダメ！

インフォメーション
10月

パラダイスシアターアップデート
私が選んだおすすめ本募集

10/1～10/26
１０／ ７（火）
１９（日）

９０分

１０／２１（火）

１２９分

１１／ ３（月）

１２０分

１１／１１（火）
１６（日）

８６分

１１／１８（火）

１２９分

１２／ ２（火）

８９分

命捧げ候

１２／ ９（火）

６８分

ドナルド・ダック

１２／１６（火）

１１９分

25 土 おはなし会

１２／２１（日）

６８分

27 月 休館日 秋の読書週間 10/27～11/9
28 火 はいはいよちよちおはなし会 書庫開放10/28～11/9
おひざでだっこのおはなし会

■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

4 土 おはなし会
6 月 休館日
7 火 パラダイスシアター
11 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい
13 月 休館日
14 火 休館日
15 水 大人のためのおはなし会 受付開始
18
19
20
21

土 おはなし会
日 パラダイスシアター
月 休館日
火 パラダイスシアター【時代劇】

はだしのゲン２
秘太刀馬の骨１

（アニメーション）

【時代劇】（主演：内野 聖陽）

文化の日映画会(午後２時～４時)

プッチーニ：歌劇「トスカ」全３幕
禁じられた遊び
秘太刀馬の骨２

蒼天の夢

（監督：ルネ・クレマン）

【時代劇】（主演：内藤 聖陽）

【時代劇】（主演：緒形 拳）

ドナルドの駅長さん（アニメーション）

【時代劇】（主演：中村 橋之介、野村 萬斎）

ドナルド・ダック

ドナルドの駅長さん（アニメーション）

31 金 休館日

えほんがうごくえいがかい

11月

毎月第２土曜日 午前１０：３０～、午後２：００～

1 土 おはなし会
3 月 特別開館
文化の日映画会
4 火 休館日
8 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい
9 日 第４回ジュニア司書認定式
10 月 休館日
11 火 パラダイスシアター
15
16
17
18

土 やちまた教育の日月間おはなし会スペシャル
日 パラダイスシアター
月 休館日
火 パラダイスシアター【時代劇】

20 木 大人のためのおはなし会（要申込）
22 土 おはなし会
24 月 休館日
25 火 休館日

１０／１１ （土） ○フレデリック ○コーネリアス
○ぼくのだ！わたしのよ！
○さかなはさかな ○スイミー

対象の目安
３歳～

１１／ ８ （土） ○はんしろうがわらった
○きれいなはこ ○こわーいはなし
○ねないこ だれだ

対象の目安
３歳～

１２／１３ （土） ○てんしさまがおりてくる
○まどから★おくりもの
○もみのき そのみを かざりなさい

28 金 休館日
29 土 おはなし会

対象の目安
３歳～
入場無料

イベント案内

12月

図書館では毎週土曜日に開催しているおはなし会の他に乳幼児向けのお
はなし会も開催しています。

1 月 休館日
2 火 パラダイスシアター【時代劇】
冬のおはなし会スペシャル 受付開始

はいはいよちよちおはなし会
0歳～１歳のお子さんとわらべうたや、手遊び、絵本を楽しむ会です。

6 土 おはなし会
8 月 休館日
9 火 パラダイスシアター（児童向け）

日時
場所

毎月第４火曜日 午前１０：３０～午前１０：５０
おはなしコーナー

おひざでだっこのおはなし会

13 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい

２歳～３歳のお子さんとわらべうたや、手遊び、絵本を楽しむ会です。

15 月 休館日
16 火 パラダイスシアター【時代劇】

日時
場所

20
21
22
23

土 冬のおはなし会スペシャル（要申込）
日 パラダイスシアター
月 休館日
火 休館日

いずれも申込み不要で保護者の方も一緒に楽しむことができます。

27
28
29
30
31

土 おはなし会
日 休館日
月 休館日
火 休館日
水 休館日

新年は１／６（火）から
開館します

毎月第４火曜日 午前１０：００～午前１０：２０
２F 集会室

『秋の図書館だより』

八街市立図書館
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