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刊n者の方か
お保しの本を、
なにがなんでも

見つけない ′

谷津図書館
やさしいスタッフが皆様をお待ちしています。

つかれは、利用者さんの笑顔で吹き飛ぶ♪

とくしゅう展示、工夫しています !

しらべものの相談、お気軽にお尋ね下さい。

よやくやリクエスト、ぜひご利用下さい。

習志野市立図書館の中で唯一、

洋書を収集 所蔵している新習

志野図書館。

ホームページの「べんりなリスト」
で、洋書の一般向け・児童向け

といつた一覧が見られます。

英語で書かれた絵本は300冊
ほどあります。(英 語以外で書か

れた本も少々あり)

唇だfr 率来
へ行こう

日本でお剛‖染みの絵本の英

語版や原書版もあり、中に
は英語CD付の本も。

見て聴いてくらべてみるのも

面白いですよ～。

開館時間 :午前9時～午後5時

(土曜日は午後7時まで)

(※ 大久保図書館は木曜日のみ7時まで)

休館日:毎週月曜日

(祝 日の月曜日は開館し翌日が休館 )

図書整理日:各月の第1金曜日

(1月 は4日 、5月 は第2金曜日)

本、雑誌、紙芝居は合計10冊まで、
CD・ DVDは 2点まで、

2週間借りられます。

延長は、期限内にご相談ください。

利用者カードは市内共通で、どの図

書館でも借りられます。返却もどちら
の図書館でもOKです。

意外に

力特ぢ !!

東習志野図書館
では、
4月 16日 (火 )～

4月 29日 〈月)ま

での間、

親から子へ、子
から孫へと読み

継がれてきた不

朽の名作児童書

を展示します。
ぜひご覧ください。

a会当作りが始参ろ
わ。参考になるa料
理の本があるといい
んだけこ ・̈。

4月 っていつも、新しい人間
関係に薇れらゃうよ。本を読
んだら、ぼくに合った対処法
が見つかるかな。

かんどう的な1冊に、皆様が出会えますように。

雑誌が豊富です !

ゆつくりご覧下さい。

図書館前に

長～い

すべり台が

あるよ。

イベントや

講座に、

ふるって
ご参加下さい。

息子が独
`l立

ちしたので,

夜、時間ができちゃった。

藤崎図書館は、消防署の

3階・4階部分です。ちよつと

分かりにくいけど、東金街

道から、見上げてみて下さい。
スタッフー同、お待ちしております !

入り回は、

道を入って

すぐ :



新年度スウ中卜に
内オけ∽の本

て,ひも う導, え∴
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 会場 : 2階 (東習志野コミュニティセンター)実 習室

○えほんのじかん (4才まで 親子で入れます )

・・・4//12(金 )10:30～

○おはなし会 (5才 ～就学前 )

・…4/11(木 )、 4/25(木 )、 5/9(木 )、 5/23(木 )15:30～
○おはなし会 (4ヽ学生)                   |

・…4/11(木 )、 4/25(木 )、 5/9(木 )、 5/23(木 )16:00～

自F型野
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 会場 :2階 (新習志野公民館 )幼 児室

○えほんのじかん(4才まで 親子で入れます )

・…4/19(金 )、 5/17(金 )1030～
○おはなし会(5才 ～小学生 )

・…4/3(水 )、 4/17(水 )、 5/1(水 )、 5/15(水 )16:00～

藤 崎 □ 書 館  会場:4階おはなし室

○おはなし会 (5才 ～小学生 )

・…4/4(木 )、 4/18(木 )、 5/2(木 )、 5/16(木 )16:00～

谷津□書館 会場:おはなし室            ‐

○えほんのじかん(4才まで 親子で入れます )

・…4/11(木 )、 4/25(木 )、 5/9(木 )、 5/23(木 )15:30～
○おはなし会 (5才 ～小学生)

・…4/11(木 )、 4/25(木 )、 5/9(木 )、 5/23(木 )16:00～
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東習ふ野図書館
‐新習志野図書館
・藤 J奇 図書館

谷津図書館

彎志野市秋津3丁 日
`番

R号 |、 :

てのひら どうぶつえん
ハン・テヒ/さく

星あキラ,キム・ョンジョン/共訳
瑞雲舎

てのひらに、えのぐをつl■ て、
かみにおしてみよう ′そこに、
あやみみをかくこ¨。あれ ′う
イオンに ′`ウができたよ。
みんなは、てのひらで、

どんなどうぶつをかくことがで
きるかな?

つぱめのくるきち
佐藤信敏/写真

深山さくら/文
チヤイルド本社

lき るです。
こあいみなみのくにから、
つばあがかえってもました。
おこうさんおかあさんつ

ばあが、ひむをそだてはじ
めたよ。みんなも、まらの
なかでつ膠めのせいかつを、
みきもってわ′

会
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正しいパンツのたたみ方
南野忠晴/著

岩波書店

突然ですが、皆さんは「バンツ」を自分でたためますか ?
お家の中tJヽきな「社会」。
少しずつ、自分でできることを増やしてみませんか ?
自分で暮らしを整えるヒントを教えてくれる

'冊

です。


