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＊ 今月の展示 ＊
《中央展示》

《企画展示》

『けん玉・木のまち はつかいち』

『暑い夏を快適に過ごそう』

廿日市市は木にまつわる産業の盛んな「木のま
ち」。7 月 20 日（土）、21 日（日）に開催され
る「けん玉ワールドカップ」にちなんだ「けん玉」
と、
「木」の歴史や付き合い方に関する資料を集め
ました。あそぶ、つくる、おもう――いろいろな
方法で「木」に触れてみませんか。

暑さが厳しさを増す中、夏を涼しく健康
に過ごすための工夫や、熱中症・夏バテ対
策についての資料を集めました。
ぜひご活用していただき、元気に夏をお
過ごしください！！

展示期間：7 月 1 日（月）～7 月２４日（水）

新しいパスワードは、利用者個人の生年月日です（例：西暦 1999 年 4 月 25 日生まれの方の場合は、
「19990425」（８桁）となります）。
変更する場合は、利用者のページにログインし、パスワードの変更を行ってください。※数字・アルファ
ベット（英字）・記号が使用できます。
また、これに伴い、利用カードを持っている方はどなたでもインターネットから予約ができるように
なりました。これまで利用していなかった方も、ぜひご活用ください。

新着メールを希望される方は、新たに登録し直していただきますようお願いいたします。

もし「よみたい本」の中で所蔵欄が空白になっているものがあれば、現在は所蔵していないため、予約
ができません。ご了承ください。

予約連絡の設定を変更したため、これまで「不要」としていたものは、「連絡不要」となります。
今後予約する際も連絡が不要の方は、「連絡不要」を選択してください。

新しく入った本（一般書）
図書館には１カ月に約５００冊の新刊が入ります。その一部を紹介します。
『おはなし会がはじまるよ』おはなしの会うさぎ／編集 おはなしの会うさぎ 017/ｵ
『小説という毒を浴びる』桜庭一樹／著 集英社 019.9/ｻ
『極夜行』角幡唯介／著 文藝春秋 297.8/ｶ
『シニアのための防災手帖』三平洵／監修 産業編集センター 369.3/ｼ
『ヒマラヤに学校をつくる』吉岡大祐／著 旬報社 372.2/ﾖ
『日本の地震地図』決定新版

岡田義光／著 東京書籍 453.2/ｵ

『人生楽しく仕切り直し』江崎美惠子／著 講談社エディトリアル 590.4/ｴ
『喫茶店と日本人』赤土亮二／著 旭屋出版 673.9/ｱ
『高校サッカー100 年』全国高等学校体育連盟サッカー専門部／編 講談社 783.4/ｺ
『日日是日本語』今野真二／著 岩波書店 810.4/ｺ
『夫が脳で倒れたら』三澤慶子／著 太田出版 916/ﾐ
『ある作家の夕刻』スコット・フィッツジェラルド／著 村上春樹／編訳 中央公論新社 933/ﾌ
『旅は道づれきりきり舞い』諸田玲子／著 光文社 F/ﾓ

はつかいち美術ギャラリー「降矢なな絵本原画展」関連事業

8 月 17 日（土）～ 9 月 22 日（日）の期間、はつかいち美術ギャラリーで「降矢なな絵本原画展」が開催され
ます。本展覧会では、『めっきらもっきらどおんどん』や「おれたち、ともだち！」シリーズから『ともだちや』『さよなら ともだち』
など 6 冊の原画、およそ 120 点を一堂に紹介します。
これにあわせて、はつかいち市民図書館では関連イベントや展示を行います。ぜひ原画展と一緒にお楽しみいただき、よ
り一層、降矢ななさんの作品世界をご堪能ください！

『おせんべ やけたかな』原画特別展示
図書館でも降矢さんの
原画が見られる！

期間：7 月 26 日（金）～9 月 22 日（日）

図書館内で特別に『おせんべ やけたかな』
（こがようこ 構成・文 降矢なな 絵 童心社 刊）
の原画・試作本を展示します！ この貴重な機会にぜひご覧ください！
（展示協力：童心社）

はつかいち市民図書館 子どもと本の講座

降矢ななさん講演会「絵本のこと、絵を描くこと」
絵本の制作にまつわる話はもちろん、スロバキアでの生活や絵を描くことへの思いを
じっくり聞いてみませんか？

参加無料

日時：令和元年８月１８日（日）１０時～１２時

先着７０名

場所：廿日市市役所７階会議室
申込：来館、または電話、FAX で受付します。参加者の氏名・電話番号をお知らせください。
※申し込み開始

７月１日（月）９：００～

※無料託児（１歳６ヶ月～未就学児）を希望される方は、７月３１日（水）までにお申し込みください。
＊旧チェコスロバキアの昔話「羊飼いの花たば」のストーリーテリングをあわせてお楽しみいただけます。
（語り：小林いづみさん）
＊講演会終了後、サイン会を行います（当日、会場で本を購入された方先着５０名。お一人１冊まで）。

おはなし会

申込不要

降矢ななさんの本の展示

○降矢ななさんの作品を楽しむおはなし会
日時：8 月 24 日（土）11 時～
場所：館内会議室

○降矢ななさんの作品を読み聞かせと語り

期間：7 月 26 日（金）～8 月 21 日（水）
降矢ななさんがこれまで制作された作品を中心
に、ご家族の降矢洋子さん（母）やアンヴィル奈

で楽しむおはなし会

宝子さん（妹）の作品もあわせて展示します。ま

日時：8 月 27 日（火）17 時～

た、降矢さんが現在住んでいるスロバキア共和国

9 月 16 日（月・祝）11 時～

に関する資料なども展示します。

場所：ウッドワンさくらぴあリハーサル室

○美術ギャラリー出張おはなし会
日時：8 月 25 日（日）11 時～
9月

7 日（土）13 時３０分～

場所：美術ギャラリー展示室（※要観覧券）

＜問い合わせ ・ 講演会申込先＞
はつかいち市民図書館
TEL 0829-20-0333

FAX 0829-32-7158

※「降矢なな絵本原画展」の詳細については、はつかいち美術ギャラリー（TEL 0829-20-0222）へお問い合わせください。

昔話や創作のちょっと

と

き：

お話を語って聞かせるストーリーテリングのお話会です。

７月 28 日（日） 16 時～17 時

ところ：さくらぴあ
対

象：小学生から

定

員：先着 30

リハーサル室

名

（保護者同伴可、大人のみの参加も可。）
申

込：はつかいち市民図書館へ直接または電話で

電

話：（0829）20-0333

◎ちいさいこのためのおはなし会

７月の図書館カレンダー
日

７
１４

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５
◎

６

１２

１３
☆

８
１５

９
１６

１０
１７

２１

２２

２３

２４

２８

２９

３０

３１

１１
１８

２５
休館

【対象】乳幼児
【時間】1 回目 1０時３０分～
2 回目 11 時～
※整理券をお渡ししています。
相談カウンターにお申し付けください。
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おはなしたまてばこ
さくらぴあリハーサル室 １６～１７時 ※要申込

☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～
◆ストーリーテリングのおはなし会
【対象】５歳～大人
【時間】１１時～

※場所は図書館会議室です。

