
※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。

※内容は変更する
場合があります。

大人の朗讀會

おもちゃの病院
＆おもちゃの交換会

11月6日
（第１水曜日）

11月13日
（第２水曜日）

11月15日
（第３金曜日）

移動図書館『めばる号』巡回日
※天候等により運休する場合があります。

次回
めばる号
巡回日

12月4日（第１水曜日）
12月11日（第２水曜日）
12月20日（第３金曜日）※東紅陽台は1丁目

16
（土）

24
（日）

前
回
の
様
子

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

玉野市立図書館・中央公民館

玉野市立図書館・
中央公民館ＨP→

『家庭教室』『本好きの下剋上　第 1部 [1]』 伊東  歌詞太郎／著　
東京：KADOKAWA　Fイト

図書館
スタッフが選ぶ

　　本好きのための、本好きに捧ぐ、ビブリア・
ファンタジー！
　本が大好きな女子大生が異世界へ生まれ変
わった先は、庶民には本が読めない世界。「本
がないなら、作ってしまえばいいじゃない！」
というところからはじまる長編小説です。
　本好きが本を読みたいがために暴走して、
結果的に下剋上していく様子を、是非お楽し
みください。

　シンガー・ソングライター、伊東歌詞太
郎の作家デビュー作です。
　家庭教師・灰原巧が訪れた様々な家庭で、
生徒や家族が抱える問題に真摯に向き合い
解決していく姿を綴ったオムニバス形式の
小説です。問題を抱えた生徒の心に寄り添
う熱い言葉や展開は、自然な文章で読みや
すく多くの読者から共感を集めています。

香月  美夜／著　
東京：TOブックス　913 カ

　秋の気配に木々の葉も色づき、落ち葉の散り敷く季節となりました。
「読書の秋・文化の秋・芸術の秋」は、もう満喫されましたでしょうか。
まだまだこれからという方はぜひ玉野市立図書館・中央公民館をご活
用くださいませ。

場   所　 多目的室（大）
出　演   真実一路
　　　   廣瀬ふみ世
定   員 　100 名（先着順）
　　　    ・申込不要
対　象   18 歳以上
入場料   無料

11月23日（土・祝）9時～16時

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。

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。
※コンピューターゲーム機は取り扱えません。
≪おもちゃの交換会について≫
前日までに不要になったおもちゃをご提供ください。『おも
ちゃの病院』開催日に会場で別のおもちゃと交換しよう！

10 時～ 14 時 ※13 時受付終了
場   所　 多目的室（大）

※12月29日（日）～1月3日（火）
年末年始のため休館

2

11 /2 土
おはなしどんどんランド

23
土・祝

10 時半～11時 15 分　
出演：絵本だいすきたまの
テーマ：紅葉

野菜作りのコツと裏ワザ
教えます！（害獣編）

①10時～11時半　②14時半～16時
場　所　多目的室（大）
参加費　無料
定　員　100 人（先着順・申込不要） 場　所　多目的室（大）

参加費　無料
定　員　各回 20 人（先着順・要申込）
対　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
締　切　11月23日（土）　
総合カウンターまたは
電話で申し込み

2025 大阪・関西万博ロゴマーク
づくり体験ワークショップ

2025 年開催の『大阪・関西万博』を通じて、
ロゴマークづくりを体験しよう！

開館カレンダー …休館日

まいにちおはなしかい毎日 16 時～16 時半頃　
出演：玉野市立図書館スタッフ

おはなしのひろば

10 時半～11時　
出演：絵本だいすきたまの
テーマ：いぬのおはなし

Book Trade開催！！ 農業に関わっている方はもちろん、
これから始める方も是非、ご参加
ください。

＜玉野警察署共同企画展示＞
子供たちの笑顔あふれる玉野に

上記月間に関連する書籍を紹介する
特設コーナーを設けています。
場　所　 図書館一般展示コーナー、
　　　     玉野警察署１階ロビー

①13時～14時　②16時～17時

～～
（火・祝）
10/22 （日）

11/10 秋のクイズラリー
図書館内にあるクイズに答えて景品をもらおう！
※景品がなくなり次第終了

～～
（火）
10/29 （日）

11/24
11月は「児童虐待防止推進月間」
「青少年健全育成強調月間」です

絵本の読み聞かせ会
少年警察協助員による絵本の読み聞かせです。
10時半～11時
場　所　おはなしのへや

（土）
9

（日）
12/1

ろう  どく かい

（土・祝）
23

≪12月のイベント予定≫
玉野 deシネマ  12 月 7 日（土）、8日（日）　
13 時半～ ※13 時開場　多目的室（大）

●12 月 7日（土）　上映時間30分
　『うっかりペネロペ　
 　 ペネロペ、かずをかぞえる編』

●12 月 8日（日）　上映時間102分

おはなしのひろばクリスマススペシャル
12 月 21 日（土）10 時～
出演：昔こっぷり、星屑倶楽部

 Penelope by Anne Gutman and Georg Hallensleben 
©Gallimard Jeunesse Licensed by Nippon Animation Co., Ltd.　
©うっかりペネロペ製作委員会　　　　
発行・販売元：NHKエンタープライズ

© 2014 Lifetime Entertainment Services, LLC. All rights reserved.

『グランピーキャットの
　最低で最高のクリスマス』
『グランピーキャットの
　最低で最高のクリスマス』

※内容は変更する場合があります。

※少雨決行

　深山イギリス庭園で開催の“Meets and English Garden”で『Book 
Trade（本の交換会）』を開催します。※当日入園無料
　お持ち寄りいただいた本を交換できます。お一人様３冊までお持
ちください。※雑誌はご遠慮ください。

ブック　　  トレード

9時～21時

14時～16時 終了予定
※13時半開場

※今週は第一
　土曜日開催

9

①10時～11時半　②14時半～16時
※①②同じ内容です

土
絵本の読み聞かせ会
10 時半～11時　
出演：少年警察協助員



※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→

前回の様子

（文化センター）

12 月のたまののミュージアム展示第53回 消防写生大会 作品発表展
11月9日（土）～11月15日（金）

玉野市の著名人展
11月19日（火）～12 月1 日（日）

いしいひさいち
アニメ『地底人』セル画展
12月7日（土）～ 3 月29日（日）
いしいひさいち氏が原
作のオリジナルアニメ
『地底人』のセル画を
展示します。
※タイトル・内容は変
更する場合があります

・15 分程度で出来ます。
・配合量は自分で決められます。
・ラベルシールを自分で書いてよりオリジナリティを
　出すことができます。

※画像はイメージです

8
（金）

オリジナル塩づくりワークショップ 22
（金）

特別講座『陶芸体験教室』
＊＊11 月イベントのご案内＊＊

場　所　第１研修室
材料費　200円（当日集金）
定　員　100 人（先着順）
対　象　どなたでも
総合カウンターまたは電話で
申し込み ※定員に満たない場合は
当日も受け付けます。

10時～15時のあいだいつでも
玉野ならではのドライ加工食材と瀬戸内海の塩を
混ぜてオリジナルの塩をつくってみませんか？

10時～12時

場　所　実習室
料　金　1,750 円（材料代込み）
定　員　10 人（先着順）
対　象　18 歳以上
講　師　須藤 茂幸 氏
持ち物　雑巾、タオル、
　　　　（必要な人は）エプロン
締　切　11月15日（金）
料金をお持ちのうえ中央公民館に直接申込み

初心者のための陶芸体験教室です。希望者はろくろ
体験もできます。世界にひとつだけの手作りの器を
作ってみませんか？　

≪12月のイベント予定≫17
（日）

食欲の秋 ! 玉野市ご当地グルメ
親子で作ろう “たまの温玉めし”

たまの温玉めしの由来や誕生秘話をお話します。
おいしく作るコツを学んで親子でクッキング！
場　所　料理実習室　料　金　１組 1,200 円（当日集金）
定　員　親子 15 組（先着順）
対　象　小学生以上の子どもと保護者
締　切　11月13日（水）
所定の申し込み用紙にご記入のうえ申込み

スタジオTOMA　冬のワークショップ
12月10日（火）～12日（木）

フラワーアレンジメント特別講座  12月26 日（水）

UVレジン、ハーバリウム、ミニ掛け軸、苔玉作り
クリスマス・お正月スワッグなど

お正月に飾れるアレンジメントをします。
詳細は HP に随時更新いたします。

10時～12時

※最終日は15時まで

＜玉野地域人づくり大学＞


