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※４月から新図書館・中央公民館は、指定管理者(株)図書館流通センターが運営しています。

●えいごの絵本を楽しもう

8 月７日は立秋、暦の上では秋の気配を感じる季節ですが、まだまだ夏の厳しさが続く今日この頃ですね。
涼しげな金魚の本、花火の本、旅行の本、夏のお料理の本など、涼をとる読書はいかがでしょうか。
また、この夏からはさまざまな特集テーマで本を展示しています。短い期間のものもありますので、
ご来館してのぞいてみてくださいませ。
図書館には様々な本があります。「こんな本が読みたいんだけど…」といった本の
ご相談も大歓迎です。図書館の夏休みの自由研究などの調べものの相談や、読書
感想文が書きやすそうな本など、どんどん聞いてくださいね。

夏休 み

参加費
無 料!
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容：読み聞かせ 、工作、手遊びほか

親子工作教室
8月 20 日（日）
10 時〜11 時30分
場 所：第３・４研修室
対 象：幼児〜小学生
定 員：30 人
参加費：200 円（当日集金）
作るもの：きんぎょモビール

申し込みは図書館にお電話、
または総合カウンターまで！
主
催：玉野市立図書館
企画運営：コスモスレククラブ

8月 8 日（火）〜 12 日（土） 10 時〜15時 受付終了
場 所：玉野市立図書館・中央公民館
ギャラリー
講 師：スタジオＴＯＭＡ 大賀敏江 氏 他
対 象：小学生以上
料 金：300円〜2,000円
定 員：当日随時受付
※材料がなくなり次第終了
主 催：玉野市立中央公民館

「目ぐすり んがぁ！」 すずき 清美 さく 文芸社

５さいのはるとくんは、すいえいがだいすき。でもすいえいのあとの目
ぐすりはちょっとにがて。おかあさんが目ぐすりをさそうとすると、
「ん
があっ！」と目をとじて、口をおおきくあけてしまいます。
目薬をさそうとするとなぜか口があいてしまうこと、大人でもあります
よね。日常のちょっとした成長を描いたほのぼのとした絵本です。

先生

時 間：８月19日
（土）13：00 〜 15：00
場 所：中央公民館 第３・４研修室
料 金：500 円 + 材料費（申込日集金）
対 象：18 歳以上
申込み締切：8 月 6 日まで
申込方法：申込用紙にご記入の上、中央公民館へ
料金と共に持参してください。
主催：玉野市立中央公民館

ᵖஉᵑᵎ ଐί൦ὸ ᵗ Ҟ῍ ᵏᵐ 
ɶځπൟẅᇹᾀᄂ̲ܴ
ܱᨥ⎞ჺജ⏅⎗⎂
⎖
⎙
ᙱᘍច⎞৲ᆜ⎊⎙
⎲⎱⎎⏆⍾ᾎ

㮇㮰㭮㭖㭣㭯㭩㮞㮰
㮃㮧㭽㮕㭘㭽⻠ᐳ
講 師：池内由紀子

８日：かき氷キャンドル
●同時開催●
い草ミサンガ、万華鏡他
（作品展）
９日：草細工、い草ミサンガ
StudioToMa
万華鏡 苔玉つくり他
Exhibition
10 日：チョークアート、万華鏡
8 月8 日（火）〜 13 日（日）
10 時〜 17 時 ※最終日は 12 時
珪藻土でピカピカ泥団子 他
場所：ギャラリー
11 日：アロマストーン、型染め
万華鏡、珪藻土で時計作り
12 日：万華鏡、デコパージュでキャニスター風リメイク缶 他
․⻠ᐳ

●８月の図書館展示●

迎！
初心者歓 寧に
優しく丁
♪
教えます

※天候等により運休する場合が.
あります。

 ᤨ㨨ᤨಽ

内

夏のワークショップフェスタ

岩波ジュニア新書

8月18日
（第３金曜日）

  ᣣ㧒Ἣ㧓
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読む本：きこえるよ、むしのこえ

容：読み聞かせ 、紙芝居 ほか
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学校図書館にやってくる生徒さんの、様々な「読みたい」
「知りたい」
に応える様子を具体的なエピソードでわかりやすく紹介されています。
本を読む楽しさや、ビブリオバトルなど、興味深い内容がもりだくさん
でおすすめです。

8月9日
（第２水曜日）

内
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「読みたい心に火をつけろ！ 学校図書館大活用術」

8月2日
（第１水曜日）

ડ
ห

場 所：おはなしのへや
読む本：夏だ！うみへいこう
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――No Mihotoke No Life わたしには、仏様がいれば、生きていける……
（本の帯より）――
御仏についての斬新なビジュアルの仏画本。各仏の特徴や鑑賞ポイント
などがわかりやすく表現されています。
木下 通子
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8月26 日
（土）10 時半〜 11時15 分
場 所：おはなしのへや

8月12 日
（土）10 時半〜 11 時

みんな
で楽し
く
工作し
よう♪

…休館日

8 月5 日
（土）10 時半〜 11 時
場 所：おはなしのへや
内 容：英語の絵本の読み聞
かせ、手遊びほか
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「ときめく御仏図鑑」

開館カレンダー
山と渓谷社

ۭ߅ߪߥߒ߆ۭ

玉野市立図書館・中央公民館

８月は特集展示がたくさん！

門賀 未央子
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開館時間
朝９：００〜夜９：００
玉野市立図書館
0863-31-3712
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※自作の未発表作品に限ります。応募用紙のコピー可。
作品の返却はいたしません。
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第二日比小学校６年
横山咲季さんの作品
﹁クイーフィン﹂

ψ

玉小学校３年
藤原叶翔さんの作品
﹁サマーゴッド﹂

ψ
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（結果発表日８月９日以降）※優秀賞・特別賞のみ連絡します。
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