携帯電話・スマートフォンで本の検索
や予約、開館日の確認ができます。

札幌市西岡図書館
豊平区西岡３条６丁目 6-1
011-852-8111
http://www.city.sapporo.jp/toshokan/

携帯電話

スポーツの秋 今年の

スマートフォン

は

この日は 1964 年（昭和 39 年）の東京オリンピック開会式の日で、1966
年（昭和 41 年）から国民の祝日となりました。その目的は「スポーツにしたし
み、健康な心身をつちかう」こと。
2000 年（平成 12 年）からは「ハッピーマンデー制度」の適用で 10 月第 2
月曜となりました。
さわやかな秋空の下、皆さんもスポーツに爽快な汗を流してはいかがでしょうか。
手軽に始めるなら…782／ウ
782／キ
気合を入れるなら…782／コ
782／ゼ

ウォーキングをはじめよう
歩きの達人になる ウォーキング全科
ジョギング＆マラソン入門
ゼロから始める マラソン＆ジョギング入門
ボランティアさんによる

お
楽 し
話 の 会
い

ミニ展示「図鑑を楽しむ」
10/13(木)〜１０/25(火) 1 階ミニ展示コーナー
見ているだけでも楽しい図鑑を展示貸出します。

10 月6 日・13 日・
20 日・27 日（木）
ごご３時〜３時３０分
おはなしのへや（２かい）にて

※読書週間特別行事は裏面をご覧ください。

幼児・児童と保護者の方
♪気軽にご参加ください♪

10 月のカレンダー
日

月

火

水

木

金

土

9/25

26

27

★

28

★

29 ★
お話の会

30

1

2

3

4

★

5

★

6
★
お話の会

7

8

12
休館日

13 ★
お話の会

14

15

19

20 ★
お話の会

21

22

こども映画会

26
休館日

27 ★
お話の会

28

２９

9

10

11

★

16

17

18

★

23
30

24
31
開館時間

25

★

★

通常開館：午前９時１５分〜午後５時
★夜間開館：午前９時１５分〜午後７時

10 月 19 日（水）
午後 3 時 30 分〜4 時 30 分
１階 西岡児童会館体育室
【対象】幼児〜小学生 40 人
申し込み不要。直接会場へ
【上映作品（アニメ）
】
『ミッキーマウスとプルート』
『お月さまとコロ』 ほか
共催：西岡児童会館

2016 SAPPORO

平成 28 年度 読書週間特別行事

① しおりを作ろう！
１０月２８日（金）〜３０日（日）
②

④ 大人の読み聞かせ
１１月１２日（土）

特別展示「古典」〜いにしえの文学〜
⑤ ふしぎな科学実験
１０月２７日（木）〜１１月１０日（木）
１１月５日（土）

③ 講演会「竹取物語を読む」
〜原作と絵本の比較〜
１１月１０日（木）
※ 詳しいことは添付のチラシをご覧ください。

『むしこぶみつけた ふしぎいっぱい写真絵本』
新開 孝/写真・文 【Ｊ48/シ】
｢むしこぶ｣って何のことでしょう？ 小さなむし
と植物が助け合う自然のしくみに びっくり です。

『ひみつのきもちぎんこう』
ふじもと みさと/作 【Ｊ913/フ】
「きもちぎんこう」の通帳には、いじわるや自分
勝手をすると黒コインが、勇気を出したり努力した
りすると銀コインがたまります。通帳が黒コインで
いっぱいになると、いい心が消えてしまうのです。
黒コインがいっぱいになったゆうたは…。

『ラジオ体操は６５歳以上には向かない』
戸田 佳孝/著 【781/ト】
足腰の弱い高齢者にとって、足や腰に負担をかけ
るラジオ体操は不向き。ラジオ体操の良い点と足り
ない点を指摘したうえで、それを補う筋力トレーニ
ングの方法を解説します。
★☆

★☆★

★ ☆★

★☆

『美しく暮らす住宅とデザイン○と×』
中山 繁信/著【527/ナ】
家は３軒建てて満足なものになると言われます。
１軒目で満足する 正解 の家にする工夫や秘訣を、
建設工学修士の筆者が余すとこなく伝授します。

『菜の子ちゃんとカッパ石』
富安 陽子/作【Ｊ913/ト】
『生きる 劉連仁の物語』
森越 智子/作【Ｊ36/モ】
『さかさ町』
F.エマーソン・アンドリュース/作【Ｊ93/ア】
『えぞふくろうふぶきをのりこえる』
手島 圭三郎/絵・文【Ｊ/エ】
『タツノオトシゴ』
長田 真作/作・絵【Ｊ/タ】

『大人も感動する幼児のおもちゃ ３歳〜』
岩城 敏之/著【376/イ】
『大人の旅じたく
心地よく、自分らしく旅をする』
柳沢 小実/著【290/ヤ】
『昭和天皇とスポーツ』
坂上 康博/著 【288/サ】
『日本の著作権は
なぜもっと厳しくなるのか』
山田 奨治/著【021/ヤ】
さっぽろ市
02-S03-15-2035
27-2-1182
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秋の散歩は、
本の花だん「図書館」へ！
未「知」との遭遇がまっています

紙芝居や群読など

講演会

「竹取物語を読む」
〜原作と絵本の比較〜

大人の読み聞かせ

現在でも絵本で親しまれている
竹取物語。絵本と原作の比較を通して物語
の本質を探ります。

子どもの頃にもどって、絵本の読み聞
かせや紙芝居を楽しみませんか？群読や
合唱など来場した方が直接参加するプロ
グラムもあります。

日時：１１月１０日（木）
午前１０時〜１２時（開場午前 9 時 30 分）

日時：１１月１２日（土）
午後２時〜３時（開場午後１時３０分）

場所：２階 会議室
講師：札幌大学 地域共創学群教授
田中幹子氏

場所：２階 お話の部屋
出演：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ 読み聞かせの会

しおりを作ろう！

対象：一般４０人(先着順）
無料。申込不要。
直接会場へ。

あれ・れ・れ？
えー、なんでそうなるの？
身近にある ふしぎ を
科学の視点でときあかします。

こりん・めーたんや星、ハー
トなどをあしらったしおりを
作ります。（一人 2 枚まで）
ラミネート加工して
プレゼントします。
日時：10 月 28（金）〜
10 月 30 日（日）
午後 2 時〜4 時 30 分
場所：1 階特設コーナー
対象：どなたでも
無料。申込不要。直接会場へ

対象：一般３０人(先着順）
無料。申込不要。
直接会場へ。

特別展示

「古 典」
〜いにしえの文学〜

１１月１日の「古典の日」
にちなみ、日本古来からの
伝統文学「古典」を紹介します。
関連図書の展示と貸し出しも行います。

生活に役立つ知識も得られるかも…
日時：１１月５日（土）
午後３時〜４時（開場午後２時３０分）

日時：１０月２７日（木）〜
１１月１０日（木）

場所：２階 会議室

場所：１階 展示コーナー

対象：小学生

２５人（先着順）

無料。申込不要。直接会場へ。
札幌市西岡図書館
豊）西岡３条６丁目６−１
(０１１)８５２−８１１１

さっぽろ市
02-S03-16-1233
28-2-783

