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本棚のだ～なくん

本を通じて科学の面白さを届ける「科学道１００冊」。
理化学研究所と編集工学研究所が共同で推進し、寒川総合図書館を含む
全国の図書館・書店で好評を博したフェアが、
子どもたちに向けて「科学道１００冊ジュニア」として新たに登場しました。

「なぜ？」からはじまる好奇心、
ワクワク遊んでドキドキ学ぶ
科学の入り口にキミを誘います。

太陽系の広がりや目の錯覚の不思議
を、実感できるようなお楽しみも
用意しました。楽しく遊んで
科学する心を育てよう！

フェアのブックレットに紹介された本以外にも、
科学の楽しさを伝える児童書をたくさん展示しています。

折り紙の恐竜や、錯覚の体験。
科学を身近に感じてみよう。

見るだけで楽しくなる
ブックレットも
配布しています。

もしも太陽が 50 センチの大きさだったら･･･
地球はどのくらいの大きさでどこにある？
図書館の中で太陽系の星を探してみよう！

図書館には、個性的な本がたくさんあります。
今回は、その中から「なにか」にこだわった、
「マニアック」な本をご紹介します。

しおり

眺めるだけで、クスッっと笑みがこぼれるかも♪
『ミリタリー・パッチ図鑑』

『消しゴムコレクション』

イカロス出版 2006 年

スモール出版 2015 年

210891339

211291604

2 階一般 11 番棚

2 階一般 39 番棚

『日本懐かし即席めん大全』

『昭和のレトロパッケージ』

辰巳出版 2016 年

グラフィック社 2016 年

211291968

211293006

2 階一般 39 番棚

2 階一般 19 番棚

本

の

題

名

請求記号

資料番号

棚の位置

１

足の下のステキな床

529 ア

211332044

2 階一般 ３９番

２

お菓子の包み紙

675.1 カ

211329347

2 階一般 １９番

３

おまけとふろく大図鑑

759 オ

210248449

2 階一般

６番

４

かわいいこけし

759.9 カ

211239405

2 階一般

６番

５

缶詰マニアックス

588.9 タ

210025847

2 階一般 ３９番

６

近代ニッポン「しおり」大図鑑

024.9 キ

211205810

2 階一般 ３０番

７

グリコのおもちゃ図鑑

759 モ

211244249

２階一般

８

昭和レトロ自販機マニアックス

582.4 コ

211329941

２階一般 ３９番

９

地元パン手帖

596.6 カ

211295266

1 階一般 １０番

10 十二支の郷土玩具

759.9 ジ

211149653

２階一般

11 世界の機内食

687.5 セ

211328760

２階一般 ４１番

12 たばこパッケージクロニクル

589.8 タ

211070693

２階一般 ３９番

13 チューイングガムのつつみ

675.1 チ

210201927

2 階一般 １９番

14 懐かしいハンカチ

753.0 ナ

210723078

２階一般

15 ニッポンのおみくじ

176.8 カ

211340369

２階一般 ３３番

16 日本懐かしジュース大全

588.4 シ

211306899

２階一般 ３９番

17 びきたん！

589 カ

210875894

２階一般 ３９番

18 ボトルラベルコレクション

675.1 ボ

210192266

2 階一般 １９番

19 目で見る駄菓子屋グッズ大図鑑 DX

759.0 ツ

210783296

２階一般

20 ランチパックの本

596.6 カ

211557145

1 階一般 １０番

６番

６番

7番

６番

いつもありがとうございます

「配架」ってなあに？
「図書館の資料を、決められた場所（棚）に戻す」ことです。
配架・書架整理
ボランティア

「書架整理」ってなあに？
「書架」は、図書館の本や雑誌、ＣＤ・ＤＶＤが並んだ棚のことです。
その棚をきれいに整えるのが「書架整理」です。

毎週火曜日と金曜日の午前中の図書館。
ある時は１階で、またある時は 2 階で、黄色い腕章をつけた方々を見かけた
ことはありませんか？その人達が「配架・書架整理ボランティア」さんです。
みなさんが図書館を気持ち良く利用できるようにお手伝いしてくださいます。
任期は 4 月から翌年の 3 月まで。毎年参加してくださる方も、
初めての方も、どうぞよろしくお願いします。

おはなし会
ボランティア

毎週開催される土曜日おはなし会の、第２・第４土曜日がボランティアさんの
担当です。ボランティアさん達は、毎回おはなし会のためにたくさんの絵本や
紙芝居から〝この一冊！″を時間をかけて選んでくださいます。
その後、熱心に読みの練習、そして本番。個性あふれるボランティアさんの、
おひとりおひとりが生の声で、子ども達を〝おはなしの世界″へと、いざない
ます。あなたもちょっとのぞいてみませんか？

ボランティアさんは、
毎年新たに追加募集し、
2～3 人の方に交代で
読み聞かせをして
いただいています。

*詳しくは館内のポスター、チラシ、図書館ホームページ、広報さむかわをご確認ください。

◇図書館のぬいぐるみおとまり会◇
大好評につき！早くも「第２回図書館のぬいぐるみおとまり会」の開催です♪ぬいぐるみと一緒におはなし会に
参加して、ぬいぐるみは図書館におとまり。お迎えの時にぬいぐるみが選んでくれた絵本を借りてもらいます。
どんな絵本を選んで待っててくれるかな？わくわくドキドキのぬいぐるみおとまり会、ぜひご参加ください。
とき：2018 年５月 11 日（金）16:30～

ぬいぐるみおとまり

12 日（土）10:00～12:00 お迎え

対象年齢：３歳～小学 2 年生 寒川在住・在学、初めての方優先
先着 10 名
ところ：寒川総合図書館３階会議室
（おとまりをするぬいぐるみは、ひとりまで）
＊人気のイベントのため、すでに定員に達している場合があります。

◇とっておき！私の布絵本づくり◇
０～３歳向けの布絵本を作ります。世界にひとつだけの赤ちゃんへ贈る手作りおもちゃです。やわらかい手触りで
遊べる、さわって楽しい布絵本は赤ちゃんも大喜び！！普段は針を持たない方でも大丈夫です。
託児サービスもあります。たまには息抜きしませんか？
とき：2018 年５月 19 日（土）27 日（日）全２回

13:00～15:00（1 回 2 時間）

対象：両日とも参加可能な方。 寒川在住・在勤、初めての方優先
先着 10 名
参加費：５００円
ところ：寒川総合図書館３階会議室
＊託児サービスは先着順となります。お問い合わせください。

☆しまんと新聞ばっぐをつくろう☆
2018 年 2 月 11 日（日）
お正月の福袋とは少し違う形の新聞バッグを作っていただきました。
おもて面にする新聞を選び、それぞれ自分だけの素敵な新聞バッグが完成しました。
同じ紙面を使用しても、どこを正面にするかでまったく違う表情になるのも
新聞バッグの楽しいところです。
他の種類のバッグも作ってみたいというお声もいただき、第 2 弾も企画したいと
考えています。またたくさんの方の参加をお待ちしています。

☆ちいさいおててのおりがみとしょかん☆

楽しそう！

イベント前の
「おりがみ展示」

2018 年 3 月 25 日（日）
小さなお子さんを対象に、簡単で楽しめるおりがみイベントが行われました。

も好評でした。

手本に習い折り進める子どもたち、色鉛筆で顔を描くと「ねこ」と「いぬ」のできあがり。
次はハサミを使い、カラフルなアイスクリームを作りました。
最後には、口が動く「パクパクからす」も折り、かわいい作品に。
一緒に参加してくれた、大人の方も大満足で終了しました。

検索用端末

2 階にもあります
図書館にある資料を探すときに便利なのが検索機！1 階にパソコンとタッチパネル式
の検索機があることはご存知の方も多いと思いますが、２階にもちゃんと検索機がある
んですよ。インターネットコーナーの 2 席（Ｂ席とＲ席）を検索専用として、どなたで
も使えるようにご用意しています。２階で検索をするときはこちらをご利用ください。
わからないことがあるときは、スタッフに聞いてくださいね。

☆編集後記☆

多くの方に支えられ、TRC の運営となり 2 年
目を迎えました。これからも「また行きたくなる図書館」づくりを
進めていきますので、よろしくお願いいたします。（え）今回の
「科学道ジュニア」展示には、恐竜も登場します！（幸）ブック
リストはいかがでしたか？ぜひ本を開いてお楽しみください（黒）
２階の検索機には「検索機」の案内板が付いています。
（恵）
マニアック本のコラボ展示も開催予定です。お楽しみに♪（吉）

発行：寒川総合図書館
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山 135-1
TEL 0467-75-3615

FAX 0467-75-3669

http://www.lib-arc.samukawa.kanagawa.jp
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info@lib-arc.samukawa.kanagawa.jp

※紙面に掲載した画像はすべて許諾を得ています。

