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【日時】６月１８日・２５日（毎週火曜日）全２回 
１３：００～１５：３０ 

【内容】読み聞かせの基礎知識や絵本の選び方、
読み聞かせ体験をします。 

【場所】かもめ図書館 創作室 

【対象】県西地域２市８町及び二宮町在住または、
市内在勤・在学で、図書館で読み聞かせ
ボランティアに興味関心のある方 

【定員】１５人・申込先着順 

【講師】読み聞かせグループ「おはなしたんぽぽ」 

【申込】５月１５日（水）より直接または電話 

【申込先】かもめ図書館  

℡４９－７８００ 

 

 

 

 

 

  

e-mail : tosho@city.odawara.kanagawa.jp  

 

 

 

市内の図書施設では、小学校低学年のみなさんに向

けて春の読書週間のリーフレットを発行しています。

文字が大きく、イラストのある本を選んでいますの

で、本に苦手意識がある方にもおすすめです。大好き

な本に出会えるかも！ 

  

 

 「星の子クラブ」とは、図書館で本を読んだり借

りたりするほか、行事（不定期、年６回程度）に参

加する・植物の世話をするなど図書館で活動するク

ラブで、いつでも好きなときに活動できます。 

申し込みは利用者カードをご持参の上、市立図書

館１階児童カウンターへ。利用者登録をされていな

い場合は、併せて利用者カードを発行しますので、

ご住所を確認できるものをお持ちください。 

 

【活動場所】小田原市立図書館（城内） 

【対象】小学１年生～中学３年生 
【問い合わせ先】市立図書館 

℡：２４－１０５５ 

 

 

【日時】５月１８日（土） 
１０：００～１２：００ 

【内容】まっ白い本にお気に入りのストーリーや絵 
を描いて立派な“飛び出すしかけ絵本”を完 
成させます。 

【場所】かもめ図書館 創作室 
【対象】市内在住の小学 4～6 年生  
【定員】２０人・申込先着順  
【申込】4 月 15 日（月）から直接または電話で 
【申込先】かもめ図書館 ℡４９－７８００ 

 

の図書館はイベントがたくさん！ 

 

 

【日時】6 月 1４日・2１日・2８日・７月５日 

    (毎週金曜日)全 4 回 9:３0～12:00 

【内容】布と刺繍糸で触って楽しいぬくもりのある 

    布の絵本を作ります。 

【場所】かもめ図書館 創作室 

【対象】市内に在住・在勤・在学で全日程参加 

できる方。 

【定員】20 人・申込先着順（初めての方優先） 

【講師】手作り布えほん・布おもちゃぐるーぷ「ぷっぷ」 

【託児】２歳児から就学前まで 

（予約制・おやつ代１回 100 円）
※針を使うので、お子様を連れての受講はできません。 

【材料費】2,000 円程度。 

【申込】5 月 15 日(水)より直接または電話で 

【申込先】かもめ図書館 ℡49-7800 

 

  

 
 
 
★ かもめ図書館 ミニおたのしみ会 

５月４日（土）午後 3 時～４時 
★ 市立図書館  春のおたのしみ会 
  ５月１９日（日）午後２時～３時 
             

 

◇ 春の読書週間 ４月２３日～５月１２日 

大好きな本、みつけよう！ 

 

◇ 子ども向け行事を開催します。 
遊びに来てください！ 

 

◇ 星の子クラブ 

 

◇ 手作り絵本を作ろう！ 

 

◇ 読み聞かせボランティア養成講座 

 

◇ 布の絵本づくり講習会 

 

http://www.irasutoya.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 企画展示のコーナー（市立・かもめ）◇ 

    

    

 

順位 書名（著者名） 

１ ナミヤ雑貨店の奇蹟（東野圭吾） 

２ 舟を編む（三浦しをん） 

３ 虚像の道化師（東野圭吾） 

４ ６４（横山秀夫） 

５ 白ゆき姫殺人事件（湊かなえ） 

６ ソロモンの偽証 第 1 部（宮部みゆき） 

７ 禁断の魔術（東野圭吾） 

８ 母性（湊かなえ） 

９ 空飛ぶ広報室（有川浩） 

１０ 何者（朝井リョウ） 

市立図書館（児童） 

４月 偉人・伝記 

５月 じめじめをふきとばそう！（つゆ） 

５月 うちゅう・天体 

    

◆ 本の予約状況（３月２３日現在） 

◆  

※お願い：上記の本をお持ちで、読                                         

み終えてご不要になられた方は、                                      

ぜひ図書館にご寄贈ください。 

 

◇ 絵本の読み聞かせ 

市立図書館 毎週土曜日 

午後 3 時から 3 時 30 分まで 

かもめ図書館  

毎週土・日曜日 

午後 3 時から 3 時 30 分まで 

毎月第 2・第 4 火曜日 

午前 10 時 30 分から 11 時ま

で 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 蔵書点検のため休館します！ 

所蔵資料の点検・整理等のため、次の日

程で休館させていただきます。 

・市立図書館  5/21(火)～ 27(月) 

・マロニエ図書室  5/22(火)～ 27(月) 

・かもめ図書館  5/27(月)～6/3(月) 

＊ 5/27(月) は、上記 3 施設のほか、い

ずみ、こゆるぎ、尊徳記念館、けやき、国

府津学習館など、市内全ての図書施設が休

館となります。 

＊ 休館時の返却はブックポストをご利用

ください。視聴覚資料・大型絵本・紙芝

居は開館日に直接カウンターへ。 

かもめ図書館（児童） 

4 月 ぽかぽか春 

5 月 体を動かそう！/スポーツ 

6 月 雨・飴・あめ 

かもめ図書館（一般） 

4 月 コミュニケーションを高めよう 

5 月 日本・ＡＳＥＡＮ友好協力 40 周年 

6 月 食育 

◇ 子ども映画会 
市立  毎月第３土曜日 午後２時から 

 ４月２０日 しらゆき姫・わらと炭とそらまめ 

       つぐみのくちばしの王子 

 ５月１８日 ともだちや・あしたもともだち 

 ６月１５日 かこさとしのおはなしのビデオ 1 

かもめ 毎月第２・４土曜日 午後２時から 

４月１３日 忍たま乱太郎の交通安全 

       忍たま乱太郎のがんばるしかないさ 

４月２７日 青いとり・北かぜとおひさま・そんごくう 

 ５月１１日 カワウソ親子の冒険・ごめんねともだち 

５月２５日 くまのプーさん（プーさんとはちみつ） 

 ６月 ８日  アンパンマンとばいきんまん・わらしべ長者 

 ６月２２日 ピーターパン・かぐやひめ 

       いなかのねずみと町のねずみ 

【特別子ども映画会】かもめ図書館 ５月５日 午後２時から   

  トム＆ジェリー（魔法の指輪） 
  

◇ かもめ名画座 毎月第３金曜日 午後１時３０分から 

（時間が変更になりました。） 

４月１９日 死刑台のエレベータ (1958 年 ジャンヌモロー出演） 

        社長殺害の完全犯罪は成功するのか・・・ 

 

５月１７日 私の頭の中の消しゴム (2004 年 チョン･ウソン出演） 

        妻が若年性アルツハイマーに犯されていく 

 

６月２１日 断崖     （1941 年 ジョーン・フォンテイン出演） 

        ロマンティックサイコスリラーの傑作 

  

◇ 文学館特集展示「福田正夫 小田原が生んだ民衆詩人」 

小田原文学館では、大正期から昭和戦前期を中心に活動した詩
人・福田正夫（明治 26 年（1893）～昭和 27 年（1952））
の足跡を紹介します。 
小田原に生まれた福田は、小学校教 

員のかたわら詩作に励み、農村での生活 
の喜びを題材とした詩集『農民の言葉』 
を自費出版するとともに、小田原在住の 
富田砕花らと雑誌『民衆』を発行しまし 
た。福田をはじめとした同人は民衆詩派 
と呼ばれ、大正期の詩壇で一定の地位を 
築きました。 
本展では、生誕 120 年を迎える福田 

の足跡を四女・福田美鈴氏寄贈の直筆 
原稿や書簡などを通じて紹介します。 
 
◎開催期間：平成 25 年 3 月 23 日（土）～5 月 26 日（日） 
◎問い合わせ：市立図書館 ２４－１０５５ 



文学資料の周辺   
福田正

夫 

福田正夫という人をご存じでしょう

か。福田は小田原出身の詩人で、民衆

詩派と呼ばれた潮流の中心的存在でし

た。 

明治 26 年（1893）に小田原町十

字（現・小田原市南町）で生まれた福

田は、教員をしながら処女作品集『農

民の言葉』を出版しました。 

大正 7 年（1918）には同じく小田

原出身の詩人・井上康文らと雑誌『民

衆』を創刊しました。「われらは郷土か

ら生まれる。われらは大地から生まれ

る。われらは民衆の一人である。」とい

う言葉に表れているように、『民衆』は、

それまでの文学を見直して新しい民衆

芸術を作り出そうとしました。当時は

大正デモクラシーの中で個人が重視さ

れる風潮が強まっており、福田らは民

衆詩派として注目されました。 

城山公園の一角には民衆碑が建立さ

れており、福田の足跡を今に伝えてい

ます。 

小田原文学館では、「無尽蔵プロジェ

クト文学のまち 

づくり」の一環として、３月に 

「生誕１２０年 郷土の民衆詩人 

福田正夫」と題して西海子サロン 

を開催する予定です。 

ご期待ください。 

 

◎参考文献 

『小田原市史 通史編 近現代』 

 

 ◆ 本の予約状況（１２月２日現在） 

◆  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寒い冬を図書館で過ごそ

う！ 

どうもありがとう

ございます。 ぞうのうめこ 

http://3.bp.blogspot.com/-B2ctAwNAnQY/T0H0bPubecI/AAAAAAAAEVA/hdh6OEDNauc/s1600/eto_hebi_flower.png
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