～・～・司書おすすめの本・～・～

平成 28 年度受賞者入賞者決定

新図書館情報
た

新館オープンまでの流れ

場 所 ： 南杵築 268 番地 1 他

のし

知らせ
お
の
ク リ ス マ ス会

い た のしい

（旧消防署跡地）

建設工事安全祈願祭

『ラッピングのきほん事典』

【市長賞】 阿部ことみさん （上小６年） 「めぐる 「いのち」」

宮田真由美 / 監修 西東社

【議長賞】 中根有由さん （杵築中３年） 「地震といのち」
さまざまな包み方の基本から、 きれいな結び方の

【教育長賞】 興田麻希さん （東小１年） 「『ボタンちゃん』 をよんで」

建 物 ： 鉄筋コンクリート 2 階

（平成 28 年 11 月 4 日）

入賞おめでとうございます！

蔵書数 ： 開館時 8 万冊

はーもにー＆おはなしくらぶ

（現図書館約 6 万 6 千冊）

による クリスマス会

現図書館の閉館

日時：１２月２４日（土）

（平成 29 年 10 月から）

１０：３０～１２：００

クリスマスのおはなしや

視聴覚室

新館オープン予定

サンタさんからの

＊事前の申し込みは不要です。

プレゼントもあります♥

お気軽にご参加ください。

入場無料

説明する。 贈答のマナーも紹介。

川井柊平さん （北杵築小２年） 「ぼくのつうちょうをみたら」
古田颯大さん （護江小４年） 「ケイトさんに学んだこと」
旅のお土産や手作りのお菓子、もちろんクリスマスプレゼントも♪

奥野瑠璃さん ( 杵築小４年 )

可愛くラッピングされていると、やっぱり嬉しいですよね。

「『ジュディ ・ モード世界をまわる！』 を読んで」
福川泰士朗さん

うたで盛り上がろう！

ラッピングの基本を写真でていねいにわかりやすく

【優秀賞】

場所：杵築市立図書館２階

平成 30 年 3 月
新図書館の完成イメージ

テクニック、 熨斗や風呂敷を使った和の贈り物まで、

【大分合同新聞社賞】 工藤芙美子さん （一般） 「合言葉」

（延床面積約 2100 ㎡）

基本をわかりやすく書いた一冊です。

（北杵築小５年） 「あんたならできるよ」

藤原茉由さん （宗近中３年） 「解放と自由の 「白」」

『渡りの足跡』

加藤知佳さん （山香中３年） 「挑戦する心」

梨木香歩 / 著 新潮社

POP コンテスト参加作品

1 万キロを無着陸で飛び続けることもある、 壮大な

＊引越し期間等詳しい日程は決まり次第ホームページ ・ 広報等
■

年末年始の休館のお知らせ

特設コーナー ■ 「みんなで築こう人権の世紀」

～みんなで考えよう相手の気持ち

１２月２９日（木）～１月３日（火）は休館いたします。
本年も図書館をご利用いただきありがとうございました。

大人向けの小説から、子ども向けの絵本まで、手に取り

来る年もどうぞよろしくお願いいたします。

やすいものを揃えています。どうぞご利用ください。

１２月の読み聞かせの会
3 日（土）6 日（火）はーもにー
17 日（土）のおはなしくらぶはおやすみです
24 日（土）のクリスマス会へお越しください
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ご参加ありがとうございました！

感じる“もやもや”や“なんとなく”を著者の優しい言葉は

紹介の本は図書館で貸出がで

ぴたりと表現し、
“自分”を気づかせてくれます。

きます。

自分の「帰りたい場所」へ渡り鳥と共に飛び立ちませんか？

大人

おすすめ★新着本
『かわいく描ける北欧パターン・イラスト』
朴英美 / 著 西東社

年末年始お役立ち本

金

土
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レイモンド・ブリックズ作・絵

杵築市立図書館ホームページ

杵築本館

すがはらひろくに

訳

愚痴をいい、煙に文句をいいながら町の子ども

大田図書室

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

大きな森に立っている小さなもみの木は、自分

したが…。繊細で美しいクリスマス絵本。

に目を覚ましたのはサンタクロース。寒さに

tel 0978-52-3111

福音館書店

エステル・ブライヤー／ジャニィ・ニコル再話
おびかゆうこ訳 こみねゆら絵

に頼んで、やわらかい葉っぱに変えてもらいま

「やれやれ、またクリスマスか！」面倒くさそう

大田庁舎入口からすぐ
右手の奥へお進みください。

『もみの木のねがい』

こども 楽しいクリスマス

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

tel 0977-75-1055

イラストを活用したアイテムのつくり方も掲載。

のちくちくした葉っぱが大きらいでした。妖精

１４ １５ １６ １７

山香庁舎入口からすぐ
右手へお進みください。

バリエーションを紹介します。書いたパターン

説明し、長くよい状態に保つ手順を細かく示す。

『さむがりやのサンタ』福音館書店

tel 0978-62-4362

な画材を使ったイラストの描き方や並べ方、

を紹介。モノの材質や仕組み、繊維の性質などを

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

杵築市立図書館

みませんか？色鉛筆やサインペンといった身近

阿部絢子著 /PHP 研究所

家具、家電…。さまざまなもののお手入れの方法

木

山香図書室

モダンで素朴な北欧パターンイラストを描いて

『新品みたいに長持ち！お手入れの教科書』
衣類、靴、バッグ、アクセサリー、キッチン用品、

１２月の休館日（■が休館日）
月

渡り鳥を追いかけ観察する、だけの本ではありません。日常で

今月の特集

図書館だより

＊時間はいずれも 10：30 からです

日

みんみんさん

杵築市立図書館

10 日（土）ピノキオの会

山香地域

創作の根源にあるテーマを浮き彫りにする、 奇跡を見つめた旅の記録。

ホームメイドパイさん

１２月４日から１２月１０日の人権週間に合わせて、
杵築市立図書館内に人権に関する図書を展示しています。

を訪ねて、 知床、 諏訪湖、 カムチャツカへ。

ファルコンさん

育てよう思いやりの心～

休館中の本の返却は返却ポストをご利用ください。

杵築地域

スケールの 「渡り」。 命がけで旅立つ鳥たちの足跡

ペンネーム

でお知らせします。

NO.43

『香りを楽しむ庭木の本』
三上常夫・若林芳樹著 講談社
『老乱』
久坂部羊著 朝日新聞出版
『ジュリエット』
アリス・マンロー著 祥伝社
『はじめてのオーケストラ』 はたこうしろう絵 佐渡 裕原作 小学館
ワールドライブラリー
『ぞうさんおどらせるの、
だあれ？』
ソフィア・トゥリアートゥ絵 アンゲロス・アンゲールゥ作

たちにプレゼントを配ります。皮肉屋だけど、

山香図書室 『メンタル不調者のための復職・セルフケアガイドブック』

を描いたクリスマスにぴったりの絵本です。

大田図書室 『おふろだ〜いすき！』

実はやさしい、人間味あふれるサンタクロース

櫻澤博文著 金剛出版

レスリー・パトリセリえ・ぶん

パイインターナショナル

