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企画コーナーも充実しています

来場ご希望の方は別紙お申し込み書にご記入の上、FAXご送信ください

カタログでも好評の英語の本も
お手にとってご覧いただけます 

英語授業のスタートに向けて
春のブックフェアに
いらした方も必見 
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 展示内容

 期 間

 時 間

 アクセス（会場）

10:00  18:00※最終日のみ17:00まで

7月24日(水) 7月26日(金)

図書館流通センター
本社ビル(地下ホール)

東京都文京区大塚三丁目１番１号
東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩１分



7月25日 14:00 - 15:30木

株式会社図書館流通センター本社１階【研修室】

「おためし読書」で読書活動はじめよう 

「読みたい 」と感じる本との出会いが、読書の第一歩。魅力的な
本を手にするからこそ、読者が生まれるのです。

「おためし読書」は、図書館の蔵書を使った「読書の回転寿司」。
各地で実践された小中学生のデータを大公開。
フィクション・ノンフィクション、男女別のランキングも紹介し
ます。「はずれ」の少ない本選びはこのセミナーから 

TEL: 0120-504-088／FAX:0120-558-691
株式会社図書館流通センター 学校図書館カスタマーセンター

先着順に受付いたしますので、定員に達した場合はご希望に添えない場合もございます。

7月24日 14:00 - 15:30

2019年

水

講師 片岡 則夫 (清教学園中・高等学校 探究科教諭)

※セミナー終了後、片岡先生の図書館相談コーナーを設けます。
図書館のことなら何でもご相談ください 

セミナーのご案内

約200の世界の国々をも網羅 国-地域の調べ学習の決定版 

『ポプラディア プラス 世界の国々』全5巻
ブックフェア2019」選書数ランキング１位 

各日 定員24名（先着順）

来場ご希望の方は別紙お申し込み書にご記入の上、FAXご送信ください

受付時間 9:00-18:00（土日祝除く・FAXは24時間受付）



FAX送信先 0120-558-691学校図書館カスタマーセンター行

日販図書館選書センターのご案内

選書センターお申し込み前に空き状況をCHECK! 日販図書館選書センター 検索

住所・アクセス
下記に必要事項を記入しFAXでお送りください。

TEL 0120-504-088

●住所
東京都千代田区麹町３－７－４ 秩父屋ビル４階

●アクセス
東京メトロ有楽町線 麹町駅1番出口 徒歩2分
東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅1番出口 徒歩2分
JR中央線 四ツ谷駅麹町口 徒歩10分

営業時間
平日10時 17時
（木曜午前除く・第１木曜日は休業）

③セミナー開催土曜日
10時 14時

（セミナー開催日
選書時間 12 14時）

選書時間 ①10時 12時30分
②14時 16時30分

最新の展示内容・空き状況は
HP https://sensho-c.jp/

＊事前予約制 利用前にご予約ください
人数変更の際は、前々日までに
必ずご連絡ください。

展示図書
３万冊の図書を、日本十進分類法（ＮＤＣ）に基づいて展示。
一般書店ではあまり展示されていない学校図書館向けの図書
も、現物を確認しながらご選書いただけます。
新年度の新刊も、多数取り揃えております。

選書について
選書はハンディ端末で簡単・スムーズに行えます。
選書された図書はリスト化してお渡しいたします。
見積書としても発注書としてもご活用いただけます。
即時発注も可能です。

フェア・セミナー
授業で活用できる本、季節の本など、常時フェアを開催中。
図書館づくりや授業に活かせるセミナーも毎月開催。
日程・詳細については、ホームページにてご確認ください。

日販図書館選書センターは年間を通じてご利用いただける図書館のための選書施設です

今後のセミナー
・ 7月30日（火）11 12時 夏休み企画「かわいいパッケージクラフト」ワークショップ

講師 岡崎大輔氏（汐文社 営業部）
・ 8月 6日（火）11 12時 夏休み企画「世界の国をしらべよう 」ワークショップ

講師 齋木小太郎氏（ポプラ社 教育コンテンツ事業局）
・ 9月14日（土）10 11時半「図書館で調べ学習をやってみよう 調べる学習展開事例 」(仮)

講師 調べ学習研究会「調之森」
・10月12日（土）10 11時半「みんなでビブリオバトルをやってみよう」ワークショップ

講師 木下通子先生（埼玉県立浦和第一女子高等学校学校司書）

休業日
土日祝日・年末年始・毎月第一木曜日
夏期休業（8月13 16日）



株式会社図書館流通センター 学校図書館カスタマーセンター 行き

市 区
町 村

89:TRC本社会場

参加希望の方は を入れてください

□ ７月 ２４日（水） 名 □ 希望 名 

□ ７月 ２５日（木） 名 □ 希望 名 

□ ７月 ２６日（金） 名 □ 希望 名 

99 : 日販図書館選書センター

参加希望の方は を入れてください

      月      日（   ）  名 希望 名 

      月      日（   ）  名 希望 名 

専用ＦＡＸ番号

子どもの力 図書館のためのブックフェア2019

TRC本社会場＆日販図書館選書センター 
お申し込み書

子どもの力図書館のためのブックフェア2019【TRC本社会場】  来場お申し込み書     

ブックフェア2019TRC本社会場と日販図書館選書センターのお申し込み書がございます。ご希望の会場のお申し込み
書に「ご来場時間」「ご来場人数」をご記入ください。セミナー参加ご希望の方は、「ご参加人数」をご記入の上、FAXにて
お申し込みください。折り返し「お申し込み確認書」をお送りいたします。

学校名 学校 (お客様コード         ）

お名前
電話番号 （     ）

ＦＡＸ （     ）

株式会社図書館流通センター 本社ビル 地下ホール （セミナー １F研修室） 

７月２４日（水） ２６日（金）１０ ００ １８ ００ ※最終日のみ17:00まで 

東京都文京区大塚３丁目１ー１

【セミナー】 ①７月２４日（水）／ ②７月２５日（木） 各日14:00 15:30 定員24名（先着順）

第二
希望

第一
希望

日販図書館選書センターお申し込み書  *予約制

日販図書館選書センター [休業日] 土日祝日、毎月第１木曜、8月13日 16日、年末年始

選書時間 ①10:00 12:30 ②14:00 16:30 ③セミナー開催土曜日10:00 14:00（選書時間12:00 14:00）

東京都千代田区麹町３丁目７ ４

  

平日 10:00 17:00（木曜午前除く・第１木曜日は休業） 

ご来場人数ご来場時間ご来場日

□  

セミナー

参加希望 ご参加人数

□

 

ご来場時間ブックフェア ご来場日 ご来場人数
セミナー

参加希望 ご参加人数

ご来場希望日に を入れてください

 

 

0120-558-691
後援 公益財団法人 図書館振興財団


