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杵築市立図書館杵築市立図書館
図書館だより図書館だより

本館　　　　℡0978-62-4362
山香図書室　℡0977-75-1055
大田図書室　℡0978-52-3111

感染症の拡大状況によっては、
臨時休館等サービスを変更する
可能性があります。最新情報は、
ウェブサイトでご確認ください
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６月（本館・山香図書室）

図 書 館 カ レ ン ダ ー図 書 館 カ レ ン ダ ー

日　　時： 6月 11日（土）
      　　 15： 00～ 16： 00
　　　　　（開場 14： 45）

場　　所：本館 知識の広場

申込期間： 6月10日 （金） まで

申込方法：本館カウンター
　　　　　 または電話で申し込み
定　　員： 25名
参 加 費：無料

リコレっと
 ミニコンサート
リコレっと
 ミニコンサート

～リコーダーと鍵盤ハーモニカの
   アンサンブル～
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第一弾は今話題のあの映画！
特別に 2日連続上映します。
詳しくは図書館館内のポスターを
ご覧ください。

作品名：「　　　」図書館にお尋ねください
　　　　　（約 179 分）
日時：6月 16 日（木）14：00 ～
　　　6月 17 日（金）14：00 ～
場所：本館　多目的室
定員：30 名
対象：今回は R15 指定作品のため
15 歳以下の方は入場できません
当日先着順   13：00 ～カウンター
で整理券を配布します

木曜上映会
第三木曜日

映画：「ふしぎ駄菓子屋銭天堂４」
　　　　　　　　　　（約 90 分）

日時：6月 19 日（日）14：00 ～
場所：本館　多目的室
定員：20 名（保護者付き添い可）

当日先着順   13：00 ～カウンター
で整理券を配布します

キッズシアター
第三日曜日
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図書館の大画面で
たのしむ DVD定期上映会

はじめます

＊年齢が確認できる身分証をお持ちください

暑い夏！ぞぞっと背筋が凍るひと時を図書館で。
今年も　大人のための朗読会　　　　　　　を開催します！！
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　　　7月 24 日（日）

場所：本館　知識の広場

開場：18：30 

開演：19：00̃20：30

定員：25 名

＊要事前申し込み（本館カウンターまたは電話）
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併せて 7月 24 日（日）は開館時間中に

浴衣で図書館に来館された方には、

ささやかなプレゼントがあります！

ぜひ浴衣でお越しください。

スタッフも浴衣でお出迎えします。
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雑誌のバックナンバー
　　いかがですか？

杵築市立図書館で受け入れている雑誌のうち、
保存期限が経過した雑誌を希望者に無償配布
します。

期　　間 ：2022年6月8日（水）～6月13日（月）
                    ( 無くなり次第終了 )
時　　間：平日　10：00 ～ 17：30
          　　   土日　 9：00 ～ 16：30
場　　所：本館　多目的室
　　　　　一人 10 冊まで

数に限りがありますので、
譲り合ってお持ち帰りください。

イベントの日程など、詳しくは館内のポスターもしくはWebサイトをご覧ください

『そして父になる』
監督：是枝裕和
日時：7月３日（日）
　　   14 時～ 16 時過ぎ
場所：本館　多目的室
定員：当日先着 20 名
　　　無料
お問合せ
図書館フレンズ杵築「わいわい」　
　090-2296-1953( オオハラ )

きつき de シネマ



6 月の特集

『カビの取扱説明書』
 （浜田 信夫 著 /KADOKAWA）

のチカラ
時には人間の健康を脅かし、また食べ物や薬として、人の暮らし
と結びついてきた菌。そんな恐ろしくも時に役立つ菌のチカラに
ついて、もっと深く知ってみませんか？

細菌とカビの違いとは？スマートフォンにもカビが生
える？世界では今発酵が大ブーム！？
カビ研究の第一人者が、知ってるようで意外と知らな
いカビの生態について、様々な角度から掘り下げて紹
介しています。

「個人向けデジタル化資料送信サービス」開始のお知らせ

国立国会図書館では、「個人向けデジタル化資料送信サービス」（略称：個人送信）が令和 4年
5月 19 日から始まります。国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が
困難な資料をインターネット経由（スマートフォン、タブレット、パソコン）等で閲覧できる
サービスです。

〇利用できる資料
国立国会図書館デジタルコレクションのうち、絶版等の理由で入手が困難であることが確認
された資料が対象です。「図書館送信資料」約 153 万点（令和 4年 1月時点）の範囲内の資
料になります。
〇利用できる方
日本国内に居住している方で、国立国会図書館の個人の登録の方が対象となります。
サービスの利用には個人送信の利用規約への同意も必要となります。

登録方法の詳細は、「「個人の登録利用者」になるには」をご覧ください。
https://www.ndl.go.jp/jp/registration/index.html#anchor01
【問い合わせ先】
国立国会図書館　https://www.ndl.go.jp/index.html
国立国会図書館　利用者サービス部　サービス企画課　電話：03-3581-2331（代表）

『100 万回死んだねこ　覚え違い
タイトル集』【講談社】（杵築市立
図書館所蔵）には、福井県立図書
館での「レファレンス」中の「書
名の覚え違い」事例が、厳選され
紹介されています。2021 年に発
刊以来話題となり、発行部数はす
でに 7万部を突破したとか…。
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お探し物は図書　　まで館

「レファレンスサービス」とは、司書が図書館の資料を
用いて利用者のみなさんの調査・研究に役立つ資料（本）
などの紹介や、読書の相談にお答えするなど、調べも
ののお手伝いをすることです。
タイトルがうろ覚えでも、大丈夫です！
司書が一緒にお探しいたします。

レファレンスは電話や FAX・電子メールなどでもお受けしていますので、
ご活用ください。

『蜂蜜と連弾』は
　　　　ありますか？

Q

A
あなたのお探し物も図書 “館” まで。

はちみつ れんだん

図書館では毎月趣向を凝らした特集展示を行っています。
皆さんお立ち寄り下さい。
図書館では毎月趣向を凝らした特集展示を行っています。
皆さんお立ち寄り下さい。

杵築市立図書館版「覚え違いタイトル」をおひとつご紹介。杵築市立図書館版「覚え違いタイトル」をおひとつご紹介。

＆

＆
あります。
『蜜蜂と遠雷』のことですね。
わかりました！すぐにたどりつけましたよ。
ミツバチがハチミツをつくるわけですし、「蜂蜜」
をひっくり返せば「蜜蜂」です。さらにこのお話
には、たしかにピアノを「連弾」する場面があり
ます。
史上初の直木賞と本屋大賞のW受賞を果たし、
映画化もされた恩田陸の長編小説です。


