図書館の本たちは、とても恥ずかしがり屋。
後ろを向いて、あなたの手に取ってもらうのをじっと待っています…
背を向けたままではなかなか興味をもってもらうことはできません。
図書館では季節の話題や注目の出来事などテーマにそったオススメの本を集め、表紙
をご覧いただき本の魅力を際立たせ、より一層ご活用いただけるよう展示図書コー
ナーを設けています。
表紙が気に入って手に取った一冊が、あなたにとって最良の一冊でありますように。
■展示図書コーナーの本は通常の本と同じく貸出ができます。
■場所は館内掲示やカウンターでお問い合わせください
■図書館ホームページに掲載されている『今月の展示図書』では展示されている本のリストを見ることができます。

『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
おはなし

８/1

(土)

おおきなえほん

きょだいなきょだいな

パネルシアター

おばけマンション

おはなし

８/8

(土)

(土)

おばけのてんぷら

パネルシアター

はらぺこあおむし

８/29

(土)
(土)

いぬとにわとり

おおきなえほん

めっきらもっきらどおんどん

パネルシアター

スイミー

おはなし

８/２2

おてがみ

おおきなえほん

おはなし

８/１5

チャールズのおうちごっこ

あなのはなし

おおきなえほん

よかったねネッドくん

パネルシアター

これはジャックのたてたいえ

おはなし
にんぎょうげき

ホットケーキ
３びきのこぶた

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２７年７月１８日（土）～８月３０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
新設ステーション紹介：富山区コミュニティセンターＳｔ
富山十字路そばにある富山区コミュニティーセンター敷地内の
ステーションです。隣には大蛇伝説*で有名な貴船神社があり
ます。撮影日はあいにくの雨、祭神は雨の神様ということも

あり、さもありなん。お参りのついでに立ち寄ってください。
第１第３水曜日 午後1時４０分から２時まで開館しています。

*『八街の昔話』石屋の夢より

ぬいぐるみのおとまり会を開催します！！

児童コーナーにおいでよ

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：ぬいぐるみのおあずかり
①平成２７年８月１９日（水）午後２：００～３：００または
②平成２７年８月２０日（木）午前１０：３０～１１：３０
ぬいぐるみのおかえし
③平成２７年８月２５日（火）午後１：３０～２：００または
④平成２７年８月２７日（木）午前１０：００～１０：３０
■対象：市内在住・在学の０歳～小学生でおあずかり時（①②のいずれ
か）とおかえし時（③④のいずれか） 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２７年８月１日（土）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～

昨年開催したおとまり会より

ジュニア司書、八街中央中図書委員と
コラボする！！
７月３日、中央中２年生のジュニア司書と図書委員が交流
しました。ジュニア司書が養成講座で得たことを図書委員に
伝授し、お互いに図書室をよくしていこうという試みです。
今回は、『ハリーポッ
ターと賢者の石』『グリ
ム童話』『学校の怪談』
をテーマにＰＯＰを作成
しました。

みな真剣に取り組み、アッと
いう間に時間が過ぎました。

ご家庭で不要になった紙袋お持ちください
図書館では貸出カウンターに資料持ち帰り用の紙袋を
ご用意しています。（皆様の善意により持ち寄られたものです。）
雨天時やお手持ちの袋に入り切れなくなった場合にご
利用ください。
また、ご家庭で不要になった丈夫な紙袋をお持ちいた
だければ幸いです。

図書委員の作品
短時間だったのに初めてとは
思えない力作です

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
７／１４（火）
７／１９（日）

6 月 休館日
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 パラダイスシアター（一般）

８／ ４（火）

９０分 胡桃の部屋 上巻 （主演：小林 桂樹）

８／１１（火）
８／１６（日）

４６分 学校の怪談 恐怖の学校編 （アニメーション）

８／１８（火）

８１分 思い出を売る男

９／ １（火）

９０分 胡桃の部屋 下巻 （主演：小林 桂樹）

ジュニア司書養成講座
７／１７～１１月

17 金 ジュニア司書養成講座開講
18 土 おはなし会
19 日 パラダイスシアター（一般）
20 月 休館日
21 火 休館日
23 木 夏休み子ども科学講座 ※要申込
25 土 おはなし会
27 月 休館日
28 火 はいはいよちよちおはなし会
おひざでだっこのおはなし会
31 金 休館日

8月
1 土 おはなし会夏休みスペシャル
3 月 休館日
4 火 パラダイスシアター（一般）

１１６分 プラネット・ダイナソー 第１巻 （ドキュメンタリー）

９／１５（火）

１１５分 命のビザ （主演：加藤 剛）

９／２０（日）

１１６分 プラネット・ダイナソー 第１巻 （ドキュメンタリー）

■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～

22 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
７／１１

８／８

（土）

（土）

24 月 休館日
はいはいよちよちおはなし会
25 火 おひざでだっこのおはなし会
ジュニア司書養成講座受講生おはなし会
27 木 ジュニア司書養成講座受講生おはなし会

９／１２

28 金 休館日
29 土 おはなし会夏休みスペシャル
31 月 休館日

9月

（土）

○ねずみのなるき
○すいかのたね
○おつかい

対象の目安
３才～

○ばったくん
○あかちゃん
○とうさんまいご
○しりとりぐるぐる
○海は広いね、おじいちゃん

対象の目安
３才～

○あーんあん
○ふうせんねこ
○うさぎのまじっく
○おおかみのでんわ

対象の目安
３才～

入場無料

イベント案内
ジュニア司書養成講座受講生による

1 火 パラダイスシアター（一般）

おはなし会

5 土 おはなし会

～受講生が研修の成果をお披露目する特別なおはなし会～

7 月 休館日
8 火 パラダイスシアター（ドキュメンタリー）
12 土 おはなし会
えほんがうごくえいがかい
14 月 休館日
15 火 パラダイスシアター（一般）
19
20
21
22
23

入場無料

毎月第２土曜日 午前１０：３０～、午後２：００～

10 月 休館日
11 火 パラダイスシアター（アニメーション）
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）
水 ぬいぐるみおとまり会 ※要申込
木 ぬいぐるみおとまり会 ※要申込

（劇団四季ミュージカル）

９／ ８（火）

8 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

15
16
17
18
19
20

１２５分 そして父になる （主演：福山 雅治）

土 おはなし会
日 パラダイスシアター（ドキュメンタリー）
月 休館日
火 休館日
水 休館日

26 土 おはなし会
28 月 休館日
30 水 休館日

企画、構成、ＰＲすべて自分たちでやります！

日
日
場
対

時
時
所
象

８月２５日（火） 午後２時～午後２時４５分
８月２７日（木） 午前１０時３０分～午前１１時１５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

TEL：043-444-4946
ｈｔｔｐ://www.library.yachimata.chiba.jp
発行：平成２７年７月１１日

MAIL:ypl-jim@library.yachimata.chiba.jp

