
四季折々、サルビアやヒマワリなど 

たくさんの花がお出迎えします 

 

 

 

      

 

 富里市立図書館初の図書館だより第１号は、皆さんが参加できる図書館事業を紹介いたします。ぜひご参加ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 火曜日～日曜日 

 祝日開館実施中 

 9:30～18:00（金曜のみ 19:00） 

 浩養小学校市民図書室は 

火曜～金曜 12：30～16：30 

（図書館の休館日、祝祭日、小学校

の行事と重なる日などは休室） 

 毎週月曜日（月曜日が祝日の場

合は翌日休館） 

 毎月末の木曜日（館内整理日） 

 年末年始 

 特別整理期間 

 その他 

（スイカロードレース開催日等）

 

  

としょかんたんけんたい              

動く本棚がずらりと並ぶ書庫やブックポストの裏側

など、普段は見られない場所を探検してみませんか？ 

クイズに挑戦してとしょかんハカセを目指そう！ 

【日時】7月 28 日（金）午後 1時 30分～3 時 

【対象】小学 1～3 年生  【定員】10名（先着順） 

【内容】図書館見学、おはなし会、本の検索体験等 

【申込み方法】 

電話または 5番カウンター 

にて予約を受付けます。 

※当日の申し込み不可 

科学あそび教室 ～化石・ふしぎな石～                 

化石にさわったことはありますか？ 本物の化石を

見て、クイズをしながら化石について学べます。実際

に石を割って、木の葉の化石をさがしてみましょう！ 

当日借りられる、化石に関する本も紹介します。 

【日時】8月 3日（木）午後 2時 30分～4 時 

【対象】小・中学生  【定員】30 名 

【講師】坂口 美佳子さん（科学読物研究会） 

【場所】2階研修会議室 3  【参加費】無料 

【持ち物】鉛筆、汚れてもいいタオル、古新聞 2 枚 

【申込み】電話または 5番カウンターで予約 

ブックトリップ ～本の旅～               

「ﾌﾞｯｸﾄﾘｯﾌﾟ･ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ」にのっている本を読んで質問に

答え、スタンプを集めよう！決められたスタンプ数を

集めたら『ブックトラベラー』として表彰されます！ 

【図書の貸出開始】7月 21日（金）から 

【質問の受付期間】7 月 21日（金）～10 月 31日（火） 

★ﾌﾞｯｸﾄﾘｯﾌﾟの質問は、図書館の相談カウンターか 

各小・中学校で受けられます。 

★学校では、夏休みの質問受付けはしていません。 

※必ず本人の利用者カードで本を借りてください。 

※1人が 1度に借りられるのは 1冊までです。 

 

なつのおはなし会               

【日時】7月 15 日（土）  

小さい人の時間 

(4 歳～) 
午後 2時～2時 30分 

大きい人の時間 

(小学 1～3年生) 
午後 3時～3時 35分 

【場所】2階研修会議室 3 【定員】各回先着 30名 

【内容】昔話の語り、わらべ歌や、なぞなぞ遊び、 

いつもは見られない大型絵本の読み聞かせなどをお

楽しみいただけます。 

※各回とも 10分前までに 2 階ロビーに集合 

開 館 時 間 休 館 日 

発行日 平成２９年６月２８日 

発行元 富里市立図書館 

〒286-0221 富里市七栄 653-1 

℡ 0476-90-4646 

（問合せ時間 9:30～17:15） Ｎｏ．１ 



平成 28年 一番読まれた本ランキング  

 

 

いずれも入場無料で予約の必要はありません。 

当日直接 2階 AVホールへお越しください。 

★：夏休み特別映画会   （定員 80人） 

 

 

 

 

図書館では、今年度第 2 回の歴史講座開催を予定して

います。テーマ、日時などの詳細は広報にて掲載予定で

す。是非ご参加ください！ 

 

 

 【一般書部門】 

第１位 「火花」／又吉直樹 著／文藝春秋 

 利用回数：141回（第 153回芥川賞受賞 など） 

第２位 「羊と鋼の森」／宮下奈都 著／文芸春秋 

 利用回数：127回（2016年本屋大賞受賞 など） 

第３位 「人魚の眠る家」／東野圭吾 著／幻冬舎 

 利用回数：107回 

【児童書部門】 

第１位 「かいじゅうたちのいるところ」  

モーリス・センダック さく／利用回数：16回 

第２位 「どろんこハリー」 

ジーン・ジオン ぶん／利用回数：15回 

第３位 「１１ぴきのねこ」 

 馬場のぼる 著／利用回数：13回 

❀利用が多い本のランキングは図書館ホームページの 

「ベストリーダー」からもご確認いただけます❀ 

 

●図書館の機能が利用できる施設と機能をまとめました。

ぜひご活用ください！ 

北部コミュニ

ティセンター 
本の予約、予約した本の受取 など 

浩養小学校 

市民図書室 

本館・市民図書室の資料の貸出・返却、 

本館所蔵資料の取寄せ、貸出期間延長、 

OPAC（検索機）の利用、本の予約 

電話受付 

 

貸出期間延長、本の予約、 

所蔵調査（この本ありますか？） 

資料調査（こんな本ありますか？） 

※北部コミュニティセンターでの予約本の貸出は 20:30まで

 

【食品自販機（パン類）を設置しました。】 
6 月 1 日より、図書館内駐車場側出入り口に食品自販機

を設置しました。2階研修会議室 3（11:30～14:30まで飲

食スペースとして開放）と併せてご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

上映日 上映作品 
開始時間 

（上映時間） 

★7 月 21 日（金） 

 

父と暮せば 

監督：黒木和雄（2004 年） 

15 時開始 

（99 分） 

★7 月 25 日（火） 

 

忍たま乱太郎 

監督：三池崇史（2012 年） 

15 時開始 

（100 分） 

★8 月 1 日（火） 

 

火垂るの墓 

監督：高畑勲（1988 年） 

15 時開始 

（89 分） 

★8 月 8 日（火） 

 

そして父になる 

監督：是枝裕和（2014 年） 

15 時開始 

（121 分） 

9 月 6 日（水） 紙屋悦子の青春 

監督：黒木和雄（2006 年） 

15 時開始 

（111 分） 

9 月 20 日（水） 最高の人生のはじめ方 

監督：ﾛﾌﾞ･ﾗｲﾅｰ（2012 年） 

15 時開始 

（108 分） 

10 月 4 日（水） BALLAD 

監督： 山崎貴（2009 年） 

14 時開始 

（132 分） 

ご存知ですか？「ここ」でも図書館 

 

【お問合せ】富里市立図書館  ℡：0476-90-4646 （問合せ時間 9:30～17:15） 

図 書 館 か ら の お し ら せ 

【駐輪場のご案内】 

自転車は駐輪場へ停めるよう、御協力をお願いします。 

 


