
※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。

『翻訳できない世界のことば』『CHRISTMAS』 エラ・フランシス・
サンダース／著
創元社　 804　 2016年

図書館
スタッフが選ぶ

　世界中のクリスマスの風景を集め
た写真集で、ページを開いた瞬間か
らクリスマス気分に入り込めます。
そこに暮らす人々の息遣いであった
り、鈴の音が聴こえてきそうで、外
国へ行った気分が味わえます。クリ
スマスの贈り物にも喜ばれそうな 1
冊です。

　ひとことでは翻訳できない世界
のユニークな言葉たちを、綺麗な
イラスト付きで紹介した本です。
様々な国の美しい言葉の数々に触
れることができるので、心が温か
くなります。大切な人と共有した
くなる、素敵な大人向け絵本です。

光村推古書院編集部／編
光村推古書院　748　2015 年

開館カレンダー
…休館日

大人の朗讀會12 月2日（日）

場   所　 多目的室（大）
時　間   13 時半開場
　　　   14 時～ 15 時半 開演
出　演   真実　一路　氏
　　　   廣瀬　ふみ世　氏
定   員 　100 名（先着順）
　　　　※申込不要
対　象   18 歳以上
入場料   無料

俳優 真実一路と素敵な仲間たちによる、
大人のための朗讀會を開催します。

≪予定される演目 ≫
※内容は変更になる場合があります
・おかあさんの目（あまんきみこ／著）
・雪の日（樋口一葉／著）
・結婚三十年目のグラタン
  （角田光代／著）
・馴馬の三蔵≪鬼平犯科帳より≫
 （池波正太郎／著）　ほか

図書館だより図書館だより

※天候等により運休する場合があります。

開館時間　
朝９：００～夜９：００
玉野市立図書館
0863-31-3712　

1

12月5日
（第１水曜日）

12月12日
（第２水曜日）

12月21日
（第３金曜日）

玉野市立図書館・中央公民館

12 月15 日（土）10 時半～11時

対　象：幼児以上
内　容：英語の絵本の読み聞かせ ほか
出　演：リードアラウドたまの

玉野市立図書館・
中央公民館ＨP→

12月22 日（土）10時半～11時15分
読む本：もうすぐクリスマス！
内　容：読み聞かせ、工作、手遊びほか
出　演：玉野・灘崎子ども劇場

（※日時は変更する場合があります）
12 月8 日（土）10 時半～11時
テーマ：むかしばなしよみくらべ
内　容：読み聞かせ、紙芝居ほか
出　演：絵本だいすきたまの

休館日は返却ポストへ。DVD、紙
芝居、大型絵本、相互
貸借の本は開館中に
総合カウンターへお
持ちください。

※12月29日（土）～1月3日（木）
　年末年始のため休館

　舞い散る枯れ葉や冷たい風に、本格的な冬の訪れを感じるこの頃です。
師も走るという何かと忙しい 12 月ですが、たまには図書館でひと息ついて
みませんか。
　図書館では季節に合わせて様々なテーマで特集展示をしています。
お立ち寄りの際にはぜひ、特集展示コ―ナーの本もご覧ください。

『人形劇団さくら』さん 『玉野手話サークル』さん

『絵本だいすきたまの』さん 『星屑倶楽部』さん 『リードアラウドたまの』さん

『玉野・灘崎子ども劇場』さん

ボランティアの 6 団体様によるおはなし会が行われました♪
10月27日（土）多目的室（大）

11 月 4日（日）～ 11日（日）　おはなしのへや
　ぬいぐるみたちが図書館でおとまり会をしました。
館内を探検したり、絵本を読んだり、とてもにぎや
かな一週間でした。
　ぬいぐるみたちの様子は Instagram・facebook に
　　　　も投稿されています。
　　　　是非ご覧ください。
　　　　次回開催をお楽しみに！ ↑和室で絵本を

　読んでいる様子

協力して絵本を
取っている様子↓

↑スタッフによる
　おはなしかいの様子

『玉野deシネマ』
場   所　 多目的室（大）
時　間   13 時開場 13 時半開演
定   員 　100 名（先着順） ※申込不要
入場料   無料

『ムーミン谷とウィンターワンダー
ランド』

12月22日（土）、
   23日（日・祝）

監督／ヤコブ・ブロンスキ、
　　　イーラ・カーペラン
声の出演（日本語吹き替え）／宮沢りえ、
森川智之、朴璐美　  ナレーション／神田沙也加

上映時間 86 分

上映時間 113 分

(c) Filmkompaniet /
　  Animoon Moomin
　  Characters(tm)

監督／クリス・ワイツ
原作／フィリップ・プルマン
『黄金の羅針盤』( 新潮社刊 )

≪22日（土）≫

『ライラの冒険
 ～黄金の羅針盤～』

≪23日（日）≫

おもちゃの病院12 月1日（土）
壊れたおもちゃをその場で修理してもらえます。原則無料。
※壊れたおもちゃと部品、説明書、　新しい電池をご持参ください。
※コンピューターゲーム機は取り扱えません。
場   所　 多目的室（大）
時　間   10 時～ 15 時　※14 時受付終了

ろう   どく   かい



特別講座『おせち料理で食育』
～絵本に出てくるおせちを作ろう～

クリスマス特別講座『フラワーアレンジメント』

～絵本に出てくるおせちを作ろう～

特別講座『西洋料理を作ろう』

※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。

開館時間　
朝９：００～夜９：００
玉野市立中央公民館
0863-31-3711　
玉野市立図書館・
中央公民館ＨP→

（文化センター）

場   所　 第４研修室  
講　師   長谷川　冴子　氏
定   員 　15 名（先着順）※小学生以上
料　金   1,000 円（材料代込み）
申込期間　12 月5日（水）まで
申込方法　申込用紙に必要事項を
ご記入いただき、料金をお持ちの
うえ中央公民館へお申し込みください。

子どもから大人まで楽しめる、クリスマス向けのフラワー
アレンジメントを作ってみませんか？

場   所　 料理実習室 
講　師   森本　順子　氏
定   員 　20 名（先着順）
　　　　※中学生以上
料　金   2,000 円（材料代込み）
申込期間　12 月11日（火）～1月13日（日）まで
申込方法　申込用紙に必要事項をご記入いただき、
料金をお持ちのうえ中央公民館へお申し込みください。

特別な材料なくご家庭で作れる、
美味しい西洋料理を作ってみませんか？

場   所　 たまののミュージアム
時　間   9 時～ 21 時
入場料   無料

12月2 日（日）～
正子公也 武将画展（前期）～岡山の戦国武将たち～
『OKAYAMA SAMURAI HEROES』

©

　玉野市出身の絵巻作家・正子公也氏による武将画ほか、貴重な作品を
展示します！
※展示内容、期間は変更する場合が
　あります。

12月11日（火）～ 15日（土）10 時～16 時（15 時受付終了）
『冬のワークショップフェスタ』

・一閑張り体験    ・押し花小物作り
・ハーバリウム・デコパージュ

・ステンドグラス・スノードーム
・瓦でコースター作り

講師： studioＴＯＭＡ　大賀敏江 氏　ほか
場所：ギャラリー
☆予約不要！どなたでもご参加いただけます！☆

・刺し子体験・フラワーアレンジメント
・トールペイント・レジンアクセサリー 

・和布小物作り・瓦でコースター作り 
・トールペイント ・レジンアクセサリー

・苔玉作り ・刺し子体験
・押し花小物作り ・布遊び     

12月22 日（土）9 時半～11 時半

場   所　 料理実習室
講　師　田中　一子　氏
定　員　12 組 24 人（先着順）
 　　　 ※小学生以上、保護者同伴必須
料　金   1 組 2,000 円（材料代込み）
持ち物　エプロン、ふきん２枚、三角巾、
　　　　お重（約20cmのもの）
申込期間　12月9日（日）まで
申込方法　申込用紙に必要事項をご記入いただき、
料金をお持ちのうえ中央公民館へお申し込みください。

絵本に出てくるおせち料理を作りながら
一緒に食育を学びませんか？

12月15 日（土）10 時～11時半 1 月26 日（土）9 時半～12 時

※再生紙を使用しています。

Let's Enjoy 
Cooking!

＊正子公也プロフィール＊
　玉野市宇野出身、中央大学理工学部卒業。
現代を代表する歴史・武将イラストの第一
人者である。主な作品に『絵巻水滸伝』、
画集『百花三国志』、『戦国武将絵巻ＩＡＰ
ＯＮＩＡ』などがある。


