新図書館 ただいま建設中！

雑誌スポンサーによる提供の雑誌が増えました！

第１９回

図書館で工作しようぇ

今年度提供される雑誌
●おひさま
〇健康

５月１日撮影

新図書館
建設現場

●カー

・ アンド ・ ドライバー

〇現代農業

〇サッカーマガジン

●Kodomoe

zone

●週刊ベースボール

●ジュニアエラ

〇日経エンターテイメント

〇猫ぐらし

●ポップティーン
〇幼稚園

●ムー

●歴史群像

＊50 音

●閲覧できます

〇小説すばる
●ねこ
●モノマガジン
〇歴史人
〇随時届きます

した。基礎は土の中に隠れて見えなくなってしまいますが、

協賛の法人 ・ 企業 ・ 団体 （平成 29 年 5 月 15 日現在）

建物の一番重要な部分です。この後、基礎を土で埋め、

綾部味噌醸造元

１階の床の工事へと進んで行きます。
（平成２９年５月現在）

杵築市読書グループ連絡協議会

杵築市自動車学校

杵築ライオンズクラブ

どんどん出来上がっていきます。

ホームセンターツチヤ

建物が建っていくと「新しい図書館ができる！」
という実感が強くなりますね。

（ブックカバーに使う
のできれいな柄が
おすすめ！）

・カバーをかけたい本
６月１日（木）より
申込受付開始！

*50 音順

㈲山香水道

日時：６月２４日（土） １４時～１６時
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）
対象：小学生以上 （小学生は保護者同伴でお越しください）
※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

６月の読み聞かせの会
杵築地域

３日 ( 土 )
６日（火）

１７日 ( 土 ) おはなしくらぶ
山香地域

今月の特集

杵築市立図書館

はーもにー

１０日 ( 土 ) ピノキオの会

図書館だより

大人
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FOURWORDS 監修／日東書院
ベニシア・スタンリー・スミス 著 / 世界文化社
NHK 出版 編，池上文雄・北条雅章・石倉ヒロユキ 監修
／ NHK 出版

『育てておいしい ヘルシー植物』
NHK 出版 編，高浜真理子・石倉ヒロユキ 監修／ NHK 出版
育て方やインテリアへの取り入れ方、食事への取り入れ方
や効用など、植物の本は様々あります。
暮らしに取り入れる参考にどうぞ！

おすすめ★新着本
『美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し』
美篶堂著，本づくり協会監修 ／河出書房新社

絵本のちぎれたページを直したり、旅のガイドブック

から 1 カ国分だけ抜き出してコンパクトにしたり…。
大切な本を長く楽しむための、修理のテクニック &
仕立て直しのアイデアを紹介します。

主婦と生活社 編／主婦と生活社

した運動を心がけることで体が健やかになれば、
自然と気持ちも晴れ晴れとしてきます。

年を重ねても、なお魅力的に生き生きと暮らし

『ようこそ！花のレストラン
植物たちの声を聞く たえこ先生のわ！観察記』
多田多恵子 写真・文／少年写真新聞社

ている素敵な女性たちの “元気のための習慣”

花のごちそうは、みつと花粉。

が詰まった一冊。

１１ １２ １３ １４ １５ １６ １７

こども

１８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４

それに虫が支払う代金は花粉の輸送です。

あまい香りのするレストラン、羽音のひびく

レストラン…。花と虫の関係を、
「レストラン」

どうやってできているの？
『すがたをかえる たべものしゃしんえほん 7

と「お客」にたとえて紹介します。

杵築本館

お茶ができるまで』

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

宮崎祥子 構成・文，白松清之 写真／岩崎書店

杵築市立図書館
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

緑茶ができるまでがわかる迫力満点の写真絵本。

大田図書室
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.49

製茶の原点ともいえる、手作業での手もみ茶の

山香図書室

作業工程をじっくり追いかけます。
機械をつかった製茶工程も説明。
狭山のお茶農園を取材。

ハーブと暮らす 12 か月』

『育てておいしい まいにちハーブ』

気楽に快適生活

毎日少しだけ食習慣に気をつけたりやちょっと

苔／エアプランツ／多肉植物で作る』

『ベニシアの庭づくり

からだが健やかな人は心まで丈夫な人でした』

６月の休館日（■が休館日、大田図書室はすべての土・日も休室です）
月

『テラリウム

『まずは、からだを整える

※時間はいずれも１０：３０からです。

日

きれいな花も素敵だけど、おもしろい植物も育てて
みたくなりますね。食虫植物や多肉植物は色も形も
様々で眺めるだけで楽しくなります。

読書がもっと楽しくなる！
自分だけのブックカバーとしおりを作ろう♪

㈱菅組

杵築市立図書館では、法人、企業、団体等が
社会貢献活動の一環として図書館に雑誌を提供する
雑誌スポンサー制度を実施しています。
ぜひ、ご協力をお願いします。

新図書館の完成をお楽しみに！

土居寛文 著／双葉社
虫を捕まえて養分にするために進化した、
摩訶不思議な食虫植物たち。
サラセニア属、ネペンテス属、モウセン
ゴケ属、ムシトリスミレ属を中心に 261 種
を厳選して紹介。ほか、日本の気候に合っ
た育て方と管理法も解説します。

ブックカバー
と しおり

杵築ロータリークラブ

塾オリーヴ

植物の本

『食虫植物ハンドブック
ネペンテスとその仲間たち』

参加無料！
持ち物：・紙袋

杵築市商工会

杵築市に市民のための新しい図書館を実現する会

㈱木元電設

６月作品のご案内

●子供の科学

基礎工事のコンクリートを打ち終わり、基礎工事が終了しま

今後、１階・２階と工事を進めていき、建物が

おすすめ！

●週刊文春

●ドゥーパ

〇山と渓谷

●暮しの手帖

大田図書室

『写真でわかる世界の防犯』 小宮信夫 著／小学館
『沖ノ島』 藤原新也 著／小学館
『ラブ・ミー・テンダー』 小路幸也 著／集英社

『ひらけ蘭学のとびら』 鳴海風 著，関屋敏隆 画／岩崎書店
『ノラネコぐんだん あいうえお』 工藤ノリコ 著／白泉社
『病気になったとき体の中で起きてることが見える本』
NHK 編，主婦の友社 編／主婦の友社
『出せる！魅せる！二の腕ワークアウト』 北島達也 著／講談社
『超訳こども「ニーチェの言葉」
』 齋藤孝 著／ KADOKAWA
『大人美容』 地曵いく子 著，山本浩未 著／宝島社
『かっくんこ！』 林よしえ 作／アリス館
＊ほか多数＊赤字は児童書

