下記のとおり平成 28 年度図書館事業を実施します。

平成 28 年度

本や古典に関する講座を受講し知識を深めませんか？

図書館事業受講生募集

お申込、お問い合わせは杵築市立図書館まで！

第１０回
大分県出身の絵本作家ユニット

図書館で工作しようぇ

おすすめ

ザ・キャビンカンパニー 作家さん＆本
阿部健太朗と吉岡紗希の二人組の画家・
絵本作家ユニット。ともに 1989 年大分県生まれ。
絵本デビュー作『だいおういかのいかたろう』
（鈴木出版）で第 20 回日本絵本賞読者賞を受賞。
絵本やイラストのほか、展覧会、ワークショップ等を
全国で行うなど幅広い活動をしている。
現在地元大分県の廃校となった小学校をアトリエに改装し日々製作中。

ご紹介！

■読書講座 〈講師：平田はつみ先生〉

■古典文学講座 〈講師：田邉勲先生〉

さまざまなジャンルの本を基に仲間と語り、感動を分かち合い、
生きることを学びます。
月 1 回（ただし八坂読書のみ隔月（奇数月））の開催とし、
曜日・時間は各講座で異なります。

◆きつき読書（第 4 月曜日）
・東読書（第 4 金曜日）
八坂読書（第 4 木曜日）
・溝井読書（第 3 火曜日）
豊洋読書（第 2 金曜日）
◆年会費：月 500 円程度（本代別）

〈講師：平田はつみ先生〉

小学校高学年から大人までが読んで楽しめる童話を書きます。
文章作法や表現方法を学びながら感性を磨き、

尚、テキストについては図書館までお問い合わせください。

◆毎月 1 回

第 4 日曜日

『だいおういかのいかたろう』

13：30 〜

ザ・キャビンカンパニー作・絵／鈴木出版

湖で凍ってしまっただいおういかのいかたろう。

◆場所：杵築市立図書館

ゆめたくんは、先生やお友達と一緒に、大きなポットにお湯を

◆年会費：2,000 円

火を使わずに
香りやデザインを楽しむ
飾れるかわいいろうそく★

FAX・はがき、またはお電話でお申込みください。

＊締切：5 月 20 日（金）

杵築市大字杵築 1-1

◆場所：きつき生涯学習館

杵築市立図書館

◆会費：無料

TEL：0978-62-4362

『はみがきあわこちゃん』

あわこちゃんは新しい歯磨き粉にうきうき。

ワックスプレート

いつものように歯磨きをしていると、泡が口からとびだして、
泡がとまらない ! 町は泡だらけになって…。

日時：５月２８日（土） １４時～１６時 ( 受付１３時半～ )
場所：杵築市立図書館２階視聴覚室
定員：１０名（定員になり次第お申込み終了となります）
対象：小学生以上（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。

〒873-0001

14：00 〜 15：30

入れて助けに行くことに…。
「いかたろうのいかダンス」の振り付けと楽譜付き。

ザ・キャビンカンパニー作・絵／鈴木出版

講座名・住所・氏名・年齢・電話番号を明記のうえ

＊申込・お問い合わせ先：

一人ひとりの個性がきらめくことを大切にしています。

第 2 月曜日

参加無料、
持ち物不要★

古典の名著の数々の中から、本年度は「百人一首」を学びます。

＊申込方法：

■お母さん読書研究会（花のメルヘン講座）

◆毎月 1 回

日本文化遺産として、昔から今日まで語り継がれている

FAX：0978-62-3401

杵築市立図書館 0978-62-4362

巻末に「あわこちゃんのはみがきマーチ」の楽譜あり。
ほか、ザ・キャビンカンパニー作の絵本

＊
『よるです』
（偕成社）
＊
『ほこほこのがっこう』
（小学館）
＊
『ハテナはかせの へんてこいきものずかん』
（偕成社）

ポップな絵、カラフルで独創的な色遣い、ユーモアありのファンタジックな世界観で
オリジナリティ溢れる絵本を続々製作！
今後も活躍から目が離せません！

５月の読み聞かせの会
杵築地域

２１日 ( 土 ) おはなしくらぶ
山香地域

１４日 ( 土 ) ピノキオの会

図書館だより

『世界 5000 年の名建築』

大人

二階 幸恵文，中川 武監修／エクスナレッジ

手作りの生活

紀元前 3200 年頃につくられた世界最古の建造物

『むし子のほぼ 100 円手作りパラダイス』

2016.5

※時間はいずれも１０：３０からです。

おすすめ★新着本

今月の特集

杵築市立図書館

７日 ( 土 ) はーもにー

みの むし子著 /KADOKAWA

キッチン雑貨だって、生活用品だって、

５月の休館日（■が休館日、大田図書室はすべての土・日も休室）

少し手を加えるだけでかわいい雑貨や、

日

月

火

水

木

金

土

便利なツールに大変身 !

１

２

３

４

５

６

７

生活の不便をかわいく変える工作を紹介。

８

９

ハンドメイド作家・みのむし子が、

1LDK 賃貸のむし子のお部屋も公開します。

１０ １１ １２ １３ １４

１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

こども

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８

大島英太郎さく / 福音館書店

絶滅したと思われている恐竜。

ＧＷ期間中の本のご返却は玄関外の返却ポストをご利用ください。

tel 0978-62-4362

山香図書室
tel 0977-75-1055
山香庁舎入口からすぐ
右手へお進みください。

杵築市立図書館ホームページ

♡

5 月 10 〜 16 日

『とりになったきょうりゅうのはなし』

２９ ３０ ３１

杵築市立図書館

〜鳥にしたしむ〜

愛鳥週間

しかし、翼を持ち、飛ぶことのできる

大田図書室

小さな恐竜の子孫だけは生き残り、

tel 0978-52-3111
大田庁舎入口からすぐ
右手の奥へお進みください。

http://www.ideastore-kitsuki.com/

NO.36

姿を変えて、今も繁栄を続けていた。
恐竜時代と現代が結びつく、
壮大なドラマを描く絵本。

「ニューグレンジ古墳」から、
2014 年に建てられたオランダの、食品市場と集合
住宅が同居する複合建築「マルクトハル」まで、
世界の名建築を年代順に紹介する。

『おじいちゃんのゆめのしま』
ベンジー・デイヴィスさく，小川 仁央やく／評論社
大好きなおじいちゃんと船で出かけたシド。
すばらしいしまで、ゆめのような時間をすごした。
でも、やがてお別れのときがきて…。
おじいちゃんと男の子の、あたたかい物語。

杵築本館 『ぜんぶわかる認知症の事典』 河野和彦監修／成美堂出版

『コロボックルに出会うまで』 佐藤 さとる著 ／偕成社
『さいごのひみつ』 いとうひろし作／小学館
『ベロニカとバースデープレゼント』
ロジャー・デュボアザン作・絵，神宮 輝夫訳／復刊ドットコム

山香図書室 『新聞の正しい読み方』 松林 薫著／ＮＴＴ出版

『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』
澤宮 優文，平野 恵理子イラスト／原書房
『くだものノート 』 いわさ ゆうこ作／文化学園文化出版局

大田図書室 『毎日続くお母さん仕事』 後藤由紀子著／ＳＢクリエイティブ
『干したから…』 森枝 卓士写真・文 ／フレーベル館

