★「しぶやおすすめの本 50」読書コンクール作品展のご案内
★「秋の図書館フェア」のご案内
★

「フェスタ上富」のお知らせ【富ヶ谷図書館】

★

10・11 月の行事予定表

「秋の図書館フェア」のご案内は、２面にあります。

今年もたくさんのご応募ありがとうございました。
作品展はギャラリー大和田で開催します。
また、金賞作品の展示もあるので、ぜひ見に来てくださいね。

展示場所

展示期間

ギャラリー大和田
（文化総合センター
大和田２階）

11 月 21 日
（土） ～
11 月 29 日（日）

臨川みんなの図書館
本町図書館
中央図書館

公開時間
火～金曜：
午前 10 時～午後５時
土・日曜・祝日：
午前 10 時～午後 6 時

12 月 1 日（火）～
臨川みんなの図書館の開館時間
12 月 7 日（月）
12 月 9 日（水）～
12 月 16 日（水）
本町図書館の開館時間
（休館日を除く）
12 月 18 日（金）～
中央図書館の開館時間
12 月 28 日（月）

問い合わせ：渋谷区立中央図書館

展示作品
各幼稚園、小学校、中学校
から推薦された作品・保育
園選考委員会で推薦され
た作品・公募作品
（入賞作品を含みます。）
金賞作品
金賞作品
金賞作品

03-3403-2591

＊渋谷区立図書館ホームページ
http://www.lib.city.shibuya.tokyo.jp/
ホームページから資料の予約ができます。

●渋谷区ホームページ
http://www.city.shibuya.tokyo.jp/

「秋の図書館フェア」のご案内
メインテーマ≪身近なところに再発見！≫
館名

行

事

※ 館のテーマ
2階展示室特別展示
原宿 温故知新

明

定員

10月16日（金）
～12月16日（水）

１階児童コーナー

50人

10月16（金）
～10月31日（土）

上記「めざせ！ブックウィザード」において認定書を獲得できた人数を星マークで掲示していきます。

１階児童コーナー

―

10月16（金）
～10月31日（土）

所蔵している地域資料をもっと知っていただくべく、資料等を展示します。

１階検索機後方棚

―

10月16（金）
～12月16日（水）

児童特別展示
「ぜんもんせいかいおめでとう‼」
1階特別展示
地域資料をご紹介！

※ 館のテーマ

日程・期間等

―

【まほうのほんをてにして、たんけんにでよう！】いつもの本棚をじっくりみることを目指して、クイズラ
リーを開催します。正解にはスタンプを押し、数に応じて認定書を贈ります。

≪ ヒトの心を再発見 ≫

テーマ展示「ヒトの心を再発見」

心理学の本や伝記、純文学など、人間の心理に触れることのできる本を集めた特設展示書架をご用意
カウンター前書架
します。

-

10月3日（土）
～11月11日（水）

特別企画「としょかん心理テスト」

分岐をたどるとひとりひとりにぴったりの本がわかっちゃう！？心理テスト型本の紹介コーナーを展開し
児童コーナー
ます。

-

10月3日（土）
～11月11日（水）

秋のフェアスペシャル
「親子で聞く心に沁みるおはなしかい」

保護者の方も楽しめる、感動的な絵本を選りすぐり、読み聞かせを行います。

児童コーナー

25人

11月7日（土）
15：00～15：30

≪ “家”っていいなあ！ ≫

展示（一般）
「“家”っていいなあ！」

一番身近な場所である【家】の中でチャレンジできることや、より気持ちよく・快適に過ごす方法を紹介し
２階展示コーナー
た資料等、様々なジャンルより展示します。

―

10月3日（土）
～11月11日（水）

展示（児童）
「“かぞく”の本あつめました」

絵本や読みものを中心に、いつも身近にいる人たち、「かぞく」に関連した本を紹介・展示します。

２階展示コーナー

―

10月3日（土）
～11月11日（水）

『パックハウスをつくろう！』牛乳パックを使って【おうち】を作ります。

地下Ｄ会議室

西
原 秋のスペシャルこうさく会

リサイクル市
リサイクル市企画
（児童）「ブックカバーをつくろう！」
（一般）「本の装備にチャレンジ！」

※ 館のテーマ

谷

説

２階展示室

※ 館のテーマ

渋

容

明治神宮や1964年の東京オリンピック等原宿界隈の新しい事物や古い事物について展示します。

中 「めざせ！ブックウィザード」
央

こ
も
れ
び
大
和
田

内

名
≪ もっと深くのぞいてみよう ≫

20人

第６回リサイクル市を行います。
オリジナルブックカバーを作ります。
図書館の資料をより身近に感じて頂けるよう、【一般の方】向けに本の装備体験を行います。

地下D・E会議室

―

10月28日（水）
15：00～15：30
１１月 １日（日）
10:00～16:00
（児童）10:30～11:30
（一般）13:30～14:30

≪ かくれた世界 ≫

テーマ展示「ピントを合わせる」

ふだんはあまり気にせずにいることも、あらためてピントを合わせてみると意外な事実が見えてくるかも １階カウンター前展
示スペース
しれません。そんなヒントになるような本を集めて展示します。

－

10月14日（水）
～11月15日（日）

図書館スタンプラリー

いろいろな課題をといて、スタンプを集めよう！ たくさん集めるとすてきなことがあるかも…

館内各所にポイント
を設置

－

10月24日（土）
～11月13日（金）

図書館たんけんツアー

ふだんは見られない図書館の裏側をご案内します。どこをたんけんするかは、当日までのお楽しみで
す。

館内

※ 館のテーマ

≪ 日本再発見。 ≫

一般特別展示
「やみぼんカバー2015 秋」

富 一般ミニ展示
ヶ 「日本再発見。」
谷 児童ミニ展示
「むかしばなし再発見。」
読書の秋スペシャルおはなし会
「むか～しむかしのおはなしかい」

※ 館のテーマ

11月7日（土）

各回
11:00～12:00
10人 13:00～14:00

図書館に当たり前に所蔵されている名著や本にまつわる書籍に、昨年好評だった「やみぼんカバー」を 館内一般
展示コーナー
つけ、読んだことのある本との再会をミステリアスに演出します。

－

10月16日（金）
～11月23日（火）

日本の歴史や偉人、風習やその他諸々について、知ってるようで、でも曖昧な、あんなことやこんなこと 館内一般
ミニ展示コーナー
を再発見してみませんか？

－

10月16日（金）
～11月23日（火）

知ってるつもりのおはなし。でも、読みなおしてみると意外な結末や思い違いなど再発見があるかも。
渋谷のむかしばなしを含め日本の昔話・民話を展示します。

館内児童
ミニ展示コーナー

－

10月16日（金）
～11月23日（火）

エプロンシアターや絵本などの読み聞かせを行います。

児童コーナー

30人

11月21日（土）
11：00～11：30

≪ 知っているようだけど、実は…！ ≫

笹 特別展示（一般）
塚 「灯台もと暗し」
特別企画
「バスボムをつくろう！」

知っているようで知らない身近な事柄にまつわる豆知識や雑学に関する本を展示します。

展示コーナー

身近な材料を使い、シュワシュワ弾けてたのしい入浴剤「バスボム」を作ります。

多目的室A

10月3日（土）
～11月11日（水）
20人

11月7日（土）
13：30～15：00

※ 館のテーマ ≪ 日常にいろどりを ≫
特別展示（一般）「日常にいろどりを」

衣・食・住における季節感や旬に注目し、いろどりや多様性を感じさせる本を展示します。

１階テーマ
展示コーナー

11月1日（日）
～11月30日（月）

特別展示（児童）
「いきものいろいろ」

からだの色が変わる動物や植物の紅葉など、いきものの「いろ」についての本を展示します。

児童コーナー

11月1日（日）
～11月30日（月）

はっぱやむしのかざりを貼って図書館の壁を楽しく飾っちゃおう！

玄関入口

11月1日（日）
～11月30日（月）

秋のスペシャルこうさく会
「3Dメガネをつくろう」

ふしぎ！紙にかいた絵がうきでてみえる、3Ｄメガネをつくります。

３階視聴覚室

40人

11月18日（水）
15：00～15：30

秋のｽﾍﾟｼｬﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ・ｼｱﾀｰ

「ボクたちの交換日記」

３階視聴覚室

40人

11月22日（日）
13：30～15：30

本
町 小展示（児童）

「みんなのわいわいツリー」

臨
川
み
ん
な
の

※ 館のテーマ

≪ 知っていますか？－知ると世界が広がるよ－ ≫

一般特別展示
「知っていますか？？○○」

意外と知らない「知っていると便利なこと」
くらしのちえ、自分の体のこと、再発見しませんか？

１階展示コーナー

―

11月1日（日）
～11月30日（月）

児童特別展示
「こんなふうになりたいな」

身近で働く人たちに目を向けてみよう。
将来、何になりたいですか？

２階児童室

―

11月1日（日）
～11月30日（月）

秋のスペシャル工作会

どんぐりや松ぼっくりでこんな工作ができるよ！何ができるかはお楽しみ！

２階絵本コーナー

※ 館のテーマ

代
々 特別展示
木

スペシャルこうさく会

※ 館のテーマ
笹
塚
こ
ど
も

20人 11月11日（水）

≪ 図書館って実は… ≫
借りるだけではもったいない！知ればまた来たくなる、図書館と本のヒミツを紹介します。

文庫コーナー

つくって楽しい、ひらいてもっと楽しい、しかけ絵本を作ります。

児童コーナー

－

10月3日（土）
～11月11日（水）

20人 10月17日（土）

≪ いいものみ～つけた！≫

特別展示
「この本、み～つけた！」
「いいものみ～つけた！」
「すてきなものみ～つけた！」
「ワクワクするものみ～つけた！」

見つけると楽しくなるようなものが載っている本の情報を階段に掲示し、その本を見つけるイベントを開
催します。
「いいもの」が見つかる絵本を集めて紹介。
「すてきなもの」が見つかる本を集めて紹介。
「ワクワクするもの」が見つかる本を集めて紹介。

階段壁面

ビブリオバトル見においで！

図書館ｽﾀｯﾌがﾊﾞﾄﾗｰとなって行うミニ・ビブリオバトル利用者に観戦と投票をしてもらう。

ほしのへや

もりのへや
きょうりゅうのへや
ほしのへや

―

10月20日（火）
～11月11日（水）

30名 10月25日（日）

（4面にも行事案内がございますので、あわせてご覧ください。）

富ヶ谷図書館は
第 26 回ﾌｪｽﾀ上富に今年も参加します！
フェスタ上富は、上原地区と富ヶ谷地区で開催され
ている地域イベントです。

10 月 25 日（日）
10：00～15：00
会場 富谷小学校

上原小学校と富谷小学校と 1 年ごとに会場を変えて
行っており、今年は富谷小学校での開催となります。
富ヶ谷図書館は、このイベントに今年も参加します。
たくさんの屋台が立ち並ぶ会場の中、図書館で不要

富谷
小学校

となった本を『古本リサイクル市』と称して出店し、
みなさまにお配りいたします。出張おはなし会も行
いますので、お子さん連れで足をお運びください。

富
ヶ
谷
図
書
館

みなさまのご来場、お待ちしております。

出張おはなし会
大型絵本による読み聞かせ、
伴奏つきの歌あそびを予定
しています！

古本リサイクル市
小説を中心に
約３００冊ご用意いたします！

10 ・ 11 月 の 行 事 予 定 表

中央図書館
渋谷区神宮前１－４－１

℡３４０３－２５９１

笹塚図書館

◎映画会
10 月17 日（土）

「キッド」

渋谷区笹塚１－４７－１

午後 2：00 ～2：50

11 月21 日（土） 「自転車泥棒」
◎こどもえいが会

午後 2：00 ～3：30

◎テーマ展示

午後 3：00～ 3：30

10 月 3 日（土）～11 月 11 日（水） 「灯台もと暗し」
11 月 13 日（金）～12 月 9 日（水） 「江戸時代へタイムスリップ」

10 月10 日（土） 「14 ひきのおつきみ」
11月14日（土） イソップ物語「北かぜとおひさま」 「ミッフィーのたんじょうび」
◎おはなし会 （絵本・紙芝居など）
10 月 7・14・21・28 日（水）

本町図書館

午後3：00～ 3：30

渋谷区本町１－３３－５

℡５３７１－４８３３

11 月 4・11・18・25 日（水）
◎ライブラリー・シアター

◎ちいさい子のためのおはなし会 （絵本・紙芝居など）
10 月 13 日（火）

℡３４６０－６７８４

11 月 10 日（火）

午後3:00～4:00

◎一日図書館員

午後1:15～4：30

午後1：30～上演

10 月17 日(土) 「間諜最後の日」

午前11：00～11：30

◎秋のスペシャルおはなし会 11 月7 日（土）

午後1：00～開場

11 月21 日（土） 「白昼の決闘」 11 月22 日（日）「ボクたちの交換日記」
◎こどもえいが会

11 月22 日（日） 定員10 名

申込 10 月24 日（土）から 31 日（土） 電話・カウンターで 多数の場合抽選

こもれび大和田図書館

午後 3：00～ 3：30

10 月 28 日(水) 「まほうつかいのノナばあさん」他 2 作品
11 月 25 日(水) 「ごきげんなライオン」他 2 作品
◎おはなし会（絵本・紙芝居など）

渋谷区桜丘町２３－２１

℡３４６４－４７８０

◎おはなし会 （絵本・紙芝居など）
10 月 3・10・17・24・31 日（土）

１

午後 3：00～ 3：30
11 月 14・21・28 日（土）

◎秋のフェアスペシャル「親子で聞く心に沁みるおはなし会」
11 月 7 日（土）

10 月 7・14・21 日（水）

午後3：00～3：30
11 月 11 日（水）

◎秋のスペシャルこうさく会

11 月 18 日(水)

午後 3：00～ 3：30

臨川みんなの図書館
渋谷区広尾１－９－１７

℡５７９３－９５００

午後 3:00～3:30
◎おはなし会

西原図書館

午後3：00～3：30

10 月 7・21 日（水） 11 月 18 日（水）

渋谷区西原２－２８－９

℡３４６０－８５３５

◎おはなし会（絵本・紙芝居など）
10 月14・21 日（水）

午後 3：00～ 3：30

11 月11・18 日（水）

◎土ようおはなし会

午後 3：00～3：30

◎はじめておはなし会 （0 歳～3 歳児対象）
10 月 28 日（水）

午後 3：00～3：30

11 月 25 日（水）

◎みんなのこうさく会 10 月 14 日（水）

午後 3：00～3：30

◎秋のスペシャル工作会 11 月 11 日（水）

午後 3：00～3：30

８・９月行事予定表

10 月 17 日（土） 11 月 21 日（土）

代々木図書館

◎ママとコのへや（絵本・紙芝居・手遊びなど）
10 月7 日（水）

11 月 4 日（水）

午前10：30～11：30

渋谷区代々木３－５１－８

℡３３７０－７５６６

◎こうさく会 （10 月はスペシャルこうさく会）
10 月 28 日（水） 11 月25 日（水）
◎リサイクル市

午後 3：00～3：30

11 月1 日（日）

午前10：00～午後4：00

渋谷図書館
渋谷区東１－６－６
◎映画会

午後 1：00～3：00

「薄墨の桜」「早池峰 神楽の里」

◎おはなしとこうさく会

11 月 21 日（土） 午後 3：00～ 3：30

10 月7 日（水） 11 月4 日（水）

午後3：00～3：30

10 月 10 日（土）

午後 3：00～ 3：30

◎スペシャルおはなし会

11 月14 日（土）

午後 3：00～3：30

11 月 14 日（土）

笹塚こども図書館
◎おはなし会 （絵本・紙芝居・折り紙など）

◎おはなしとこうさくの会

午前 11:00～午後 3：00

富ヶ谷図書館

10 月 3・10・24 日（土）

◎おはなし会 （絵本･紙芝居など）

℡３３７８－１９８３

℡３４６８－９０２０
午前 11：00～ 11：30

11 月7・21 日（土）

11 月 4 日（水） 申込 10 月 21 日～

◎フェスタ上富出張おはなし会 10 月25 日（日）

午前11：00～11：30
午前11：00～11：30

午前 11：00～12：00

◎こどものおはなしとワークショップ （リサイクル材料で自由工作）
申込不要

◎ボランティアさんによるおはなし会
10 月 17 日（土）

10 月 18 日（日）

◎ぴよぴよはじめておはなし会（手遊び・わらべうた・絵本など）
11 月 11 日（水）

11 月 14・28 日（土）

◎こどもえいが会

午後 3：00～4：00
午後 3：00～3：30

11 月 21 日（土）

◎おひざでおはなし会 「もりのへや」で

（11 月21 日は読書の秋スペシャルおはなし会）

午後 3：00～ 3：30

◎大人のおはなしとワークショップ（フラワーアレンジメント）

11 月 7 日（土）

渋谷区上原１－４６－２

10 月 14 日（水）

10 月 17 日（土） 午後 3：00～ 3：30

午後 3：00～ 3：30

10 月17・24 日（土） 11 月21・28 日（土）

10 月 3・17 日（土）

10 月 1・15・22・29 日（木） 11 月 5・19・26 日（木）
◎スペシャルこうさく会

渋谷区笹塚３－３－１

◎おはなし会 （絵本・紙芝居・折り紙など）

◎こどもえんにち

午後 3：00～ 3：30

℡３４０７－７５４４

10 月 3 日（土）

◎ぴよぴよおはなし会

◎おはなし会（絵本・紙芝居など）

午前 11：00～11：30

11 月 15 日（日）
10 月 31 日（土）

午後 3：00～4：00

「みにくいアヒルの子」「とんち坊やと王様」

（会場は富谷小学校校庭です。）
◎出張おはなし会 10 月28 日 (水) 11 月 25 日（水） 午後3：00～ 3：30
出張おはなし会の会場は、「渋谷はるのおがわプレーパーク」です。
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雑誌リサイクル 10 月 24 日（土）、11 月 28 日（土）

編集・発行 渋谷区立図書館
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