図書館
小学生の
〝調べる学習〟応援講座
「第5回 海老名 図書館を使った調
べる学習コンクール」に向けて学び
ます。
〝調べる学習〟は、知的好奇
心や情報リテラシーなどが身につ
く学習です。
◆入門編
学習を始める前に必要な知識を動
画で学びます。申し込みした方は期
間中いつでも視聴できます期１日
㈰～７日㈯対小学生と保護者定先
着50組申７月16日㈮から、図書館
ホームページで
◆レベルアップ編
テーマの決め方や調べ方のこつを
学ぶオンライン講座です日８日㈰
㈷時対①10時～11時30分／小学
校１～３年生と保護者②13時～15
時／小学校４～６年生と保護者定各
回先着10組申１日㈰から、図書館
ホームページで他オンライン会議
サービスZoomを使用
※共通事項
講中村伸子氏（白百合女子大学非
常勤講師・袖ケ浦市教育委員）

ブックスタート
中央図書館・有馬図書館で赤ちゃん
に絵本を１冊プレゼントします 対４
カ月児健診時に絵本を受け取って
いない5カ月〜12カ月児と保護者
持 母子健康手帳
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図書館
夏休み宿題おたすけ隊
◆読書感想文講座
ことしの課題図書 ※ を読んで、持参。
日7月27日㈫・28日㈬・30日㈮時13時
～14時30分
※…
（公社）
全国学校図書館協議会・毎日新聞
社が主催の
「第67回 青少年読書感想文全国
コンクール」
の課題図書

◆科学実験講座
日内 ①7月27日㈫
「音の実験」
②28日
㈬
「水の実験」
③30日㈮
「空気の実験」
時15時～16時
※共通事項
場集会室対小学生定各回10人申7月
16日㈮から、電話または直接有馬図
書館へ。22日㈭㈷締め切り他応募多
数の場合は抽選

世界で一つだけのオリジナル
絵本をつくろう「楽しい手作
〈全３回〉
り絵本教室」
物語や絵を書き、本に仕上げるまでを
体験します。小学校４年生以下は保護
者同伴日①１日㈰②２日㈪③９日㈪（振）
～15日㈰のいずれか１日時①②10時
～12時 ③10時 ～12時または13時 ～
15時 場 集 会 室 対 小 学 生 定 先 着10人
申７月16日㈮から、電話または直接有
馬図書館へ

きみも図書館員になろう！
図書館の仕事を体験します日13日㈮・
14日 ㈯・15日 ㈰ 時13時 ～15時30分
対小学校５
・６年生定各回先着３人申７
月16日㈮から、電話または直接有馬
図書館へ

有馬

有馬図書館
9時〜21時
30日㈪

門沢橋1-20-41 ☎
（238）
4646

ファミリーおはなし会
子どもから大人まで楽しめる
〝素ばな
し〟や絵本の読み聞かせなどを行いま
す日８日㈰ ㈷・22日㈰ 時10時～10時
30分場集会室定各回先着20人

おはなしありま
絵本や紙芝居の読み聞かせをします。
日11日・25日㈬時15時45分～16時15
分場集会室対小学生定各回先着20人

おはなしひろば
手遊びや大型絵本、
紙芝居を楽しみま
しょう日14日・28日 ㈯ 時 対 ①10時30
分～10時50分／１歳～２歳児と保護者
②11時20分～11時50分／３歳児と保
護者場キッズテント定各回先着５組

ありまでシネマ
定員は各回先着20人
です。直接集会室へ。
◆子ども向け
日内①７日㈯
「トムとジェリー 赤ちゃん
はいいな」
ほか②21日㈯
「太陽をなくし
た日」
時10時30分～11時ごろ
◆長編映画
日内①７日㈯
「シンデレラ」
②14日㈯
「ファ
ンタジア」
③21日㈯
「ふしぎの国のアリ
ス」
④28日㈯
「アンを探して」
時14時から

キッズ・ミート・サイエンス
～夏休み編～
アイスクリーム作りなどを通じて科学に
ふれる人気の実験をします日７日・21日
㈯時11時～11時30分対５歳以上定各
回先着10人申１日㈰から、図書館ホー
ムページで他オンライン会議サービス
Zoomを使用

親子で楽しむ
オンラインベビーヨガ
自宅で楽しめる約 3 0 分 のヨガです。
日17日㈫11時から対０歳～２歳児と保
護者定先着6組申１日㈰から、図書館
ホームページで他オ
ンライン会議サービ
スZoomを使用

こわいおはなし会
絵本や紙芝居を用いずに〝素ばなし〟
で怖 い 話を楽しみます日 2 7日㈮ 1 7
時30分～18時場キッズライブラリー
定先着5人申開始
30分前から、直接
中央図書館へ

海老名市立中央図書館
Instagram
イベント情報やおすす
め 本 の 紹 介 をして い
ます。

8月

クラフト・イン・イングリッシュ
季節にちなんだ絵本を、英語の読み
聞かせと折り紙で楽しみます日21日
㈯16時～16時30分場キッズライブ
ラリー対小学生以上定先着6人申1日
㈰から、直接中央図書館へ

英語でおはなし会
絵本の読み聞かせや手遊びなどを行い
ます日７日・14日・21日・28日㈯時14
時30分～15時場キッズライブラリー
定 各 回 先 着5組
申開始30分前か
ら、 直 接 中 央 図
書館へ

ベビー・ミート・リズム
言葉をリズムに合わせて楽しみます。
日3日 ㈫11時 ～11時20分 対０歳 ～２
歳児と保護者定先着10組申7月24日
㈯から、
図書館ホームページで他オン
ライン会議サービス Zoomを使用

図書館のイベント
※対がないものは、どなたでも参
加 可。費がないものは無 料。内
容 は 変 更 になる場 合 が ありま
す。詳細は、図書館ホームページ
をご覧ください。

中央

中央図書館
9時〜21時
年中無休

めぐみ町7-1 ☎（231）5152

海老名おはなしたまてばこの
おはなし会
おはなしボランティアグループによる
おはなし会です日11日・25日㈬時15
時45分 ～16時15分 場 キッズ ライブ
ラリー 対 年 中〜小 学 生 定 各 回 先 着5
組申開始30分前から、直接中央図書
館へ

ベビー・ミート・イングリッシュ
赤ちゃん向けの英語のイベントです。
日10日・24日 ㈫ 時11時 ～11時20分
場キッズライブラリー対０歳～２歳児
と保護者定各回先着10組申１日㈰か
ら、
直接中央図書館へ

キッズ・ミート・ブック
～親子で読み聞かせ～
親子で楽しむおはなし会です。大型絵
本や紙芝居などを行います日７日・14
日・21日・28日㈯ 時14時 〜14時30分
場キッズライブラリー定各回先着5組
申開始30分前から、直接中央図書館へ
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