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今月の特集

大人

こども

Let’ s  enjoy  OUTDOOR!

夏休み恒例！
自由研究・調べ学習の本

強く美しい体をつくる
登山エクササイズ

山ジム研究会著 / 誠文堂新光社
体力アップと脂肪燃焼を目的にした
エクササイズとしての山登り「フィット
ネス・トレッキング」を紹介。登山の運動
効果、必要な装備、コースガイド、
登山の栄養学などを収録する。

楽しさいっぱい！手作りこども工作
株式会社ブティック社

しかけが楽しい貯金箱、キラキラきれいな
万華鏡、かわいいスイーツこものなど、
夏休みの工作にピッタリの作品をたくさん
紹介しています。

おすすめ★新着本

芸人と俳人 
　　　　　　　又吉 直樹 著　 堀本 裕樹 著 / 集英社
作家としても注目を集める芸人が、気鋭の俳
人に弟子入り。ひそやかな 2 年の学びを経て、
果たして俳句の上達ぶりやいかに…?

杵築市立
図書館

山香図書室

大田図書室

君の膵臓をたべたい 
　　　　　　　　　　　　　　住野 よる著 / 双葉社
偶然、僕が拾った 1 冊の文庫本。それはクラス
メイトである山内桜良が綴った、秘密の日記帳
だった。とびきりのラストシーンに泣かされる、
圧倒的デビュー作。

杵築所蔵

山香所蔵

盆踊ろう会著
青幻社

夏の風物詩、盆踊り。身近な
場所で、誰にでもオープンな
ものとして開かれながら、実
は驚くほどの奥深い世界が広
がっている。「盆おどる」ため
に知っておきたい 20 のこと
や、漫画「盆おどる」を収録
した、盆踊り入門ガイド。

『47 都道府県・汁物百科』野崎洋光著 ( 丸善出版 )/
『最後の詩集』長田弘著 ( みすず書房 )/『負けるもんか』
阿川佐和子著 (KADOKAWA)/『抱く女』桐野夏生著 ( 新
潮社 )『スパイラル』真山仁著 ( ダイヤモンド社 )『狙
撃手、前へ！』瀬戸山玄著 ( 岩波書店 )『ゲノム進化論』
( ニュートンプレス )★『あひる』石川えりこ作 ( くも
ん出版 ) ほか多数

『考えられないこと』河野多惠子著 ( 新潮社 )『戦争を
しない国』矢部宏治文 ( 小学館 )『人口蒸発「5000 万
人国家」日本の衝撃』日本再建イニシアティブ著 ( 新
潮社 )★『おばけトリックアート２』北岡明佳監修 ( あ
かね書房 ) ほか多数

『手作りを楽しむレクリエーション』( ブティック社 )
『糖尿病のごちそう術』河盛隆造監修 ( 主婦と生活社 )
★『わるものにさらわれたおひめさまをたすけだそ
う！』新井洋行作・絵 (PHP 研究所 ) ほか多数

※★は児童書です。

図書館で工作しようぇ
8月作品のご案内

夏休みの工作にぴったり！

まねきねこの貯金箱です。お金を入れると、両手がくるりと

まわるよ。お菓子の箱と画用紙でかんたんに作れます。

日時：８月 22 日（土）　１４時～１６時　

場所：杵築市立図書館２階視聴覚室　

定員：１５名（定員になり次第お申込み終了となります）

対象：小学校中学年以上（小学生は保護者同伴でお願いします）

※参加には事前申込が必要です。図書館までお電話でお申込みく

ださい。　杵築市立図書館　0978-62-4362

参加無料、

持ち物不要★

くるりん貯金箱

学習室の利用に関して
夏休み期間中（7 月 18 日～ 8 月 31 日）は視聴覚
室を学習室としてご利用できます。
図書館の行事がある日などはご利用できませんの
で、ご利用の際は下記カレンダーをご確認くださ
い。

●イベントご報告●

BunDoku 読書会　in 杵築市立図書館

7/5( 日 )、図書館視聴覚室にて BunDoku 読書会が開催されました。

BunDoku 読書会は、大分朝読書コミュニティ "BunDoku" の

皆さんがされている活動です。

参加者の方々が自分のオススメ本を紹介し合います。

十人十色のバラエティに富んだ本が集まっていました。

本を囲んで、皆さん楽しそうにお話されていましたよ (*^^*)

普段は大分市内で開催されているそうです♪

 BunDoku 公式 Web ページはこちら　http://bundoku.jimdo.com/

新図書館情報

◎新図書館建設に関して◎

　新杵築市立図書館設計業務公募型プロポーザル

の「技術提案書」を公表しました。

また、本プロポーザルについて、最優秀者となっ

た設計業者の技術提案書を公表しました。

　詳細な内容については、杵築市ホームページを

ご覧ください。

※公開された技術提案書は的確性、 創造性、 具体性等を評

価する二次審査のためのものであり、 詳細な検討を経て作成する

基本 ・実施設計と必ずしも一致するものではないことにご注意くだ

さい。

　/杵築市立図書館内　図書館建設推進室

日 月 火 水 木 土金

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

２３

３０ ３１

２４
２５ ２６ ２７ ２８ ２９

司書さんコーナー
今月の担当司書さんは阿部です

担当司書のこの 1 冊！
盆おどる本

8 月は盆踊りシーズンです。
杵築でも、各地で盆踊りが

開催されますよね。
小学生のときは運動会にて全校児童で
踊ったりと、何かと身近にある盆踊り。
この本を読んで、今年の盆踊りへの

モチベーションを高めて
くださいね！

大田所蔵

ちなみに、私のお気に入りの盆踊りは
豊姫伝説です。哀愁あるメロディと歌詞ですよね～。

８月の読み聞かせの会

杵築地域

山香地域

1 日（土）

4日（火）

22 日（土）

8日（土）

はーもにー

ピノキオの会

おはなしくらぶ
ボランティアの会

８月の休館日
日 月 火 水 木 土金

１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

２３
３０ ３１

２４
２５ ２６ ２７ ２８ ２９

（ が休館日）

杵築市立図書館 山香図書室 大田図書室
tel 0978-62-4362 tel 0977-75-1055 tel 0978-52-3111

山香庁舎入口からすぐ

右手へお進みください。

大田庁舎入口からすぐ

右手の奥へお進みください。

※時間はいずれも 10：30 ～です。

学習室カレンダー ８月
…　終日利用できます

…　午後から利用できます

…　午前中のみ利用できます

…　利用できません




