第 12 回

WEBサービスを活用しよう！

図書館で工作しようぇ
７月作品のご案内

・市内の資料で貸出中のものに予約をかけられます。
・期限内で、予約がない資料の貸出延長ができます。
* 延滞本がない場合のみ。

雑誌スポンサーによる雑誌の提供がはじまりました！

～大人も楽しむ児童書～

『メディチ家の紋章

杵築市立図書館では、 法人、 企業、 団体等が

金原 瑞人訳、 秋川 久美子訳
小峰書店

雑誌スポンサー制度を実施しています。

盗賊の頭領に追われる少年マッテオは溺れかけて

ぜひ、 ご協力をお願いします。

いたところを、 レオナルド ・ ダ ・ヴィンチに助けられ、
のちに工房の一員として迎え入れられるが…。 16 世紀イタリアを舞台に、

新しく提供される雑誌

* 延長は 1 度のみです。

〇愛犬の友

・メールでの連絡受取が可能となります。
中学生以上の方はどなたでも登録できます。
杵築市立図書館、山香図書室のカウンターまで

ジプシーの少年マッテオの冒険と成長を描く。

●おひさま

●暮らしの手帖

●カー

・ アンド ・ ドライバー

〇Kodomoe

〇子共の科学

●週刊文春

●ジュニアエラ

●旅の手帖

〇ドゥーパ

●ポップティーン

●ムー

〇モノマガジン

〇歴史群像

お越しください。

世界史や美術に詳しくなくても一度は耳にしたことのある人物や
作品が登場するのでとても楽しめます。ダ・ヴィンチが親しみや
すく描かれているので、彼について調べてみたくなります。

＊50 音

●閲覧できます

『このあとどうしちゃおう』

〇随時届きます

( 登録の際、身分証明書による本人確認が必要です )

プラバン

学習室の利用に関して

日時：７月２３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（定員になり次第申込み終了となります）
対象：小学生～大人（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。図書館まで電話でお申込みく
ださい。 杵築市立図書館 0978-62-4362

7 月の読み聞かせの会
2 日（土）5 日（火）はーもにー

杵築地域

16 日（土）おはなしくらぶ
9 日（土）ピノキオの会

山香地域

日

３

月

４

火

１０ １１ １２

杵築市自動車学校

杵築市読書グループ連絡協議会
杵築ロータリークラブ

学習室として開放しています。
図書館の行事等がある日は利用できませんので館内

塾オリーブ

九州電力株式会社別府営業所

ホームセンターツチヤ

有限会社山香水道
*50 音順

６

木

今月の特集
大人

おすすめ★新着本
『モノ・メンテナンス』

戦争と平和と文学と
浅田

７

葉巻…。よいものを長く使うためのイロハを凝

次郎著 / 講談社

土

その謎がいま明らかにされようとしている。鍵を

１

２

握る黒革の手帳に記された驚くべき真相。財宝を

縮。ほか、プロの仕事や、100 均ショップで買

８

９

tel 0977-75-1055

tel 0978-52-3111

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

村上康成

作

講談社

鳥や魚、虫や果実、透明な水と、森の香り、静
なが一緒に生きていることを少しずつ、肌で

こども 伸びる夏！いっぱい学ぼう！
『からだことば絵事典』
ことばと遊ぶ会編

すがわらけいこ絵 / あすなろ書房

慣用句を取り上げ、それぞれの意味や使い方、

大田図書室
大田庁舎入口からすぐ
右手の奥へお進みください。

『星空キャンプ』

寂の空、満天の星…。湖を訪れた少女は、みん

頭・顔・目・口など「体の部分」になぞらえた

山香庁舎入口からすぐ
右手へお進みください。

えるメンテナンススツールなども掲載。

めぐって展開する息づまる冒険スペクタクル。

１３ １４ １５ １６

山香図書室

実業之友日本社

革ジャン、ブーツ、カメラ、腕時計、ライター、

『日輪の遺産』

金

３１

杵築市立図書館ホームページ

大切な人がいるあなたへ、大切な人を失う悲しみを乗り越え

終戦直前に隠匿した時価 200 兆円にのぼる財宝。

（■が休館日）

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

tel 0978-62-4362

杵築でもじわじわと人気が出てきた作家ヨシタケシンスケさんの

たあなたへ、この絵本をおすすめします。

杵築市立図書館

2016.7

出てきて…。 死んだらどうなる？どうしたい？
生きている間に考えよう！ヨシタケシンスケの発想えほん第 3 弾。

作品の中でも、私はこの作品が一番好きです。

7 月 23 日は工作教室のため閉室となります。

図書館だより

「このあとどうしちゃおう」 と書かれたノートが

杵築ライオンズクラブ (4 誌 )

渡辺建設株式会社

の案内にてご確認ください。

死んだおじいちゃんの部屋を掃除していたら、

杵築市商工会

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

杵築市立図書館

ブロンズ新社

戦後 48 年。帝国陸軍がマッカーサーより奪い、

水

５

綾部味噌醸造元

夏休み期間中（7 月 21 日～ 8 月 31 日）は視聴覚室を

＊時間はいずれも 10：30 からです

7 月の休館日

ヨシタケシンスケ作

協賛の法人 ・ 企業 ・ 団体 （平成 28 年 6 月 15 日現在）

プラバンで可愛いオリジナルアクセサリーをつくろう！

上･下』

テリーザ ・ ブレスリン作

社会貢献活動の一環として図書館に雑誌を提供する

* 雑誌、DVD は貸出延長できません。
参加無料、
持ち物不要★

司書おすすめの本

NO.38

知っていきます。家族でのキャンプの様子を描
いた名作絵本を復刻。

杵築本館

『電力自由化がわかる本』
木舟辰平著
洋泉社
『神奈備』
馳星周著
集英社
『わたしの容れもの』
角田光代著
幻冬舎
『ウミガメものがたり』
鈴木まもる作・絵
童心社
『うみのそこたんけん』中川ひろたか文 澤野秋文絵 / アリス館
『月きゅうでん』
桂文哉
小学館

同義語などかわいい絵とともに説明。いろいろ

山香図書室 『子どもは 40000 回質問する』

な使い方が楽しく覚えられる一冊。

大田図書室 『藤井恵わたしの好きな薬味たっぷりレシピ』

イアン・レズリー著
藤井恵著

光文社
家の光協会

