
月号

2018

Ｎｏ.39

小鹿野町立図書館

7
夏休みは

「調べる学習」やってみよう！

まとめ編

８月１１日（土） 14:00～16：00

講師 中村伸子さん（白百合女子大学非常勤講師）

調べる学習をはじめてみたけど・・・、どうやってま
とめたらいいの？まとめ方のコツを教えてもらい、
コンクールに応募しよう！

定員 １５名
対象 小・中学生とその保護者

（高学年・中学生は子ども
だけでもOK）

調べ学習

工 作

風船に和紙を張ったり、毛糸をまいたり工夫して、
おしゃれなオリジナルのランプシェード作ってみよ
う！

手作りランプシェード教室〈2回講座〉

８月２１日（火） ２４日（金） 14:00～16：00

講師 両神公民館職員

定員 １０名
対象 小・中学生

（低学年は保護者同伴）

感 想 文

感想文っていやだなー、苦手だなーって思ってい
る親子の皆さん！そんなことはありません。親子で
楽しみながら、挑戦してみましょう。

親子で挑戦！読書感想文

８月１９日（日） 14:00～16：00

講師 武井喜美子さん

定員 １０名
対象 小・中学生

（低学年は保護者同伴）

夏休みおたすけ講座手 芸

折り紙で、かわいい小物入れを作ってみよう！
プレゼントボックスにもなるよ！

ふた付き小物入れを作ろう！
折り紙教室

７月３１日（火） 14:00～16：00

講師 乾 君江さん
定員 １5名
対象 小・中学生

（低学年は保護者同伴）

絵 画

夏休みの課題のひとつ、ポスター作成に挑戦！
ポスターコンクールに応募してみよう！

みんなで応募しよう！
夏休みポスター教室〈3回講座〉

７月２５日（水）・８月２日（木）・９日（木）

14:00～16：00

講師 原島達明さん
定員 １5名
対象 小・中学生

（低学年は保護者同伴）

各講座の詳細は、図書館内のおたすけ講座のチラシか
生涯学習だより7月号をご覧ください。
みなさんの参加をお待ちしています。

ＧＯ！
図書館へ

今年もやります 「夏休みおたすけ講座」
図書館は、子どもたちの「夏」を応援します｡
涼しいところで、ゆっくり勉強、しずかに読書。
調べる学習や自由研究の相談も受け付けてます。
みんなできてね！

夏休みおたすけ講座

夏休みおたすけ講座

夏休みおたすけ講座

夏休みおたすけ講座



ＪＵＬＹ 本館
文 月 分室

日 月 火 水 木 金 土

７/１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

本館休館 分室休館 本館19時まで 本館19時まで

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

本館休館 分室休館 本館19時まで 本館19時まで

１５ １６ 17 １８ １９ ２０ ２１
海の日

本館休館 本館休館
分室休館 本館19時まで 本館19時まで （館内整理日）

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

本館休館 本館19時まで 本館19時まで

２９ ３０ ３１ ８/１ ２ ３ ４

本館休館 本館19時まで 本館19時まで

月 休館日開館時間

10:00～18:00７  9:00～17:00

７ 月 ６ 日（金）
10:20～10:55 三田川小学校
11:15～11:45 三田川10区公会堂
13:00～13:35 長若小学校

キッズ

楽しいおはなしの会
場所：文化センター和室 時間：10:30～

ブックスチャレンジ

〒368-0201
小鹿野町両神薄2713-1
両神ふるさと総合会館2F
TEL：0494-79-0150
FAX：0494-72-3206

本館

〒368-0105
小鹿野町小鹿野167-1
小鹿野文化センター2F
TEL：0494-75-0063
FAX：0494-75-0032

分室

http://www.town.ogano.lg.jp/ogano-library/HP

tyosyokan@town.ogano.lg.jpE-mail

本館視聴覚室

８／３１まで

毎日開放

ポスター 教室

（表面参照）分室
８／３１まで

毎日開館

折り紙教室

（表面参照）

移動図書館

場所：健診会場児童館 時間：13:30～ ※健診対象者のみ

場所：両神ふるさと総合会館 ２階 視聴覚室
時間：10:30～

旅行に行きたいけど、場所がきまらない！車で温泉に行きたいけどどこかいいとこ

ろないかな？場所が決まったので、行き先の情報を集めたいんだけど・・・。

そんな時は、ぜひ図書館を利用してください。図書館では、いろいろな旅行ガイド

ブックを取り揃えています。国内だけでなく、海外のガイドブックもありますよ。

もうすぐ夏休み。海に 山に 温泉に 海外に・・・ という方！ 旅行先の観光情

報はもちろん、気候、料理 など、図書館の資料で下準備にをしてから出かけま

しょう。

おはなし会

プ チ 絵本・紙芝居・手遊び
手作りのおみやげがあるよ！

絵本・紙芝居
かんたんな工作もあります｡

絵本を通して、優しく語りかけ共に過ごす時間をお手伝いします。
絵本プレゼント＆読み聞かせについての話があります。

ブックスタート &
ブックスチャレンジ

※悪天候の場合は、巡回を中止することがあります。
※貸出には利用カードが必要です。お持ちでない方は、その場で発行します。

身分証等をお持ちください。

幼児・小学生･親子でどうぞ！

（３歳ぐらいまで）

（幼児・小学生）

発行・編集 小鹿野町立図書館

６ヵ月児&
１歳児

２歳児

図書館からの

お知らせ

information 
2018 SUMMER TIME

水曜・木曜日は19時まで

本館 開館時間延長

お仕事帰りに、夕涼みに、勉強に！
ご家族でお立ち寄りください。

本館 視聴覚室開放

7/21～8/31 毎日開放
月 10：00～17：00
水・木 10：00～19：00
火・金～日 10：00～18：00

学習室・読書室としてご利用ください。

分室 休館日変更
7/21～8/31
毎日開館しています！

学習や読書などにご利用ください。

旅の計画は図書館で !

ガイドブック充実してます！

旅行ガイドブック編

るるぶ・まっぷるは、2018年
2019年版あります。

まっぷる 京都
2019
昭文社

るるぶ 軽井沢
2019
JTB

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

海外用ガイドブック
（aruco、
ことりっぷ ほか）

国内用ガイドブック
（るるぶ、まっぷる、ことりっぷ、
manimani ほか）

※ 配置場所は、雑誌架の上とその横の棚(下3段)です。


