
※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。

警察署 展示コーナー

館内特設コーナーおはなし会の様子

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→

『玉野deシネマ』

場   所　 多目的室（大）
定   員 　100 名（先着順） ※申込不要
入場料   無料

『うっかりペネロペ　
 ペネロペ、かずをかぞえる編』

≪7日（土）≫

『グランピーキャットの
　最低で最高のクリスマス』

≪8日（日）≫

※内容は変更する場合があります。

≪ 2020 年 1 月のイベント予定 ≫

大人の朗讀會

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）

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

1月7日（第1火曜日）※年末年始のため変更
1月8日（第２水曜日）
1月17日（第３金曜日）※東紅陽台は2丁目

前
回
の
様
子

『しずかな、クリスマスのほん』『日本のヤバい女の子』 デボラ・アンダーウッド／文　光村教育図書　企画コーナー／E ｱ
　おかめ、乙姫、かぐや姫、四谷怪談、皿屋敷のお
菊――。誰もが知っている昔話に登場する、謎に包
まれた女の子たち。もし時空を超えて出会えたら…。
　作者はまるで友達とおしゃべりをするかのよう
に彼女たちにつっこんだり、一緒に怒ったり、時
には涙を流しながら物語に隠れた秘密を解き明か
していきます。
　読んだ後はかっこよくて魅力的な「やばい」女の
子たちに元気を貰える、新感覚の昔話×エッセイ！

　暗い部屋の中でプレゼントを探すこっそりし
たしずかさ、ツリーに明かりを灯す瞬間の息を
飲むしずかさ、手袋をしてドアを叩くしずかさ…。
　街がクリスマスムードに包まれる 12 月。楽し
くて賑やかな空間もいいけれど、この季節なら
ではの特別な「しずかな時間」もたくさん存在
しています。
　可愛い動物たちと一緒に一味違ったクリスマ
スを味わってみませんか？　おやすみ前の読み
聞かせにもぴったりな一冊です。

はらだ　有彩／著　柏書房
一般／910 ﾊ ﾗ

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

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。

1

12 /7 土

おはなしどんどんランド

28 10 時半～11時 15 分　
出演：絵本だいすきたまの
テーマ：もうすぐお正月

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15分頃　
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：玉野商工高校よみきかせ隊
テーマ：おいしいおはなし

＜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

（日）
1 ろう  どく かい

上映時間30分

上映時間102分
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14時～16時 終了予定
※13時半開場

14 土

えいごで本をたのしもう！
10 時半～11時　
出演：TOBY図書館

スタッフが選ぶ

期間中は返却ポストへ。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（日）～1月3日（金）  
　年末年始のため休館

2019 年

2020 年

※年末年始期間の返却のご案内※ 12月29日（日）～1月3日（金） （土）
7

（日）
8

≪予定される演目 ≫
※内容は変更になる場合があります
雪が降って来ました（北村 薫
／著）、多毛留（米倉 斉加年／
著）、 狐（新美 南吉／著）、黄金風景（太宰 治／著）、
鈍牛≪鬼平犯科帳より≫（池波 正太郎／著）　ほか　

（土）
21 『おはなしのひろばクリスマススペシャル』

13時開場 13時半開演

10時半～11時半
場   所　   多目的室（大）
定   員 　 100 名（先着順） ※申込不要
入場料     無料
出　演　昔こっぷり、星屑倶楽部

　11月は『児童虐待防止推進月間』『青少年健全育成強調月間』
でした。【子供たちの笑顔あふれる玉野に】をテーマに玉野警察署と
連携し、図書館一般コーナーと玉野警察署１階ロビーに児童虐待や
子どもの悩みをテーマにした特別コーナーを設
置しました。
　11月9日（土）には少年警察協助員による絵本
の読み聞かせも行われ、多くの方に楽しんでい
ただけました。

10月29日（火）～11月24日（日）

←秋のクイズラリー（10/22 ～11/10）

野菜作りのコツと裏ワザ教えます！
　～害獣編～

←ぬいぐるみのおとまり会  （10/27・11/3）

おはなしのひろばスペシャル  （10/26）→

館内に設置されたクイズに楽しく挑戦しました。正解した子には
オリジナルグッズをプレゼントしました。

図書館にお泊りしたぬいぐるみたちが、館内を探検
したり本を読んだりして楽しんでいました。

大好評の野菜作りについての特別講座第３弾を
開催し、多くの方がコツと裏ワザ、害獣対策などを
熱心に学ばれていました。

人形劇団さくらさん、星屑倶楽部さん、絵本だいすき
たまのさん　ご出演ありがとうございました！

『
秋
の
読
書
週
間  

図
書
館
まつり
』

 

開
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）

1/4（土）～ 　本の福袋（なくなり次第終了）　　
1/25（土）　   おもちゃの病院・おもちゃの交換会

土

昔こっぷり
『ぐりとぐらのおきゃくさま』他

前
回
の
様
子

星屑倶楽部
『子どもも大人も楽しめる歌と音楽』

11月16日（土）



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

12月8日（日）～ 2020年 3月 29日（日）
アニメ『地底人』セル画展

©いしいひさいち /（株）ウオカーズカンパニー

　いしいひさいち氏原作のオリジナルアニメ
『地底人』の貴重なセル画など多数展示します。

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♪

・ハーバリウム・押し花ラミネート額
・クリスマス、お正月スワッグ・招き猫

・和布小物作り・刺し子
・ひょうたん人形・干支瓦の絵付け

・苔玉作り ・ミニ掛け軸作り
・UVレジンの小物作り ・招き猫     （火）

＊＊＊12 月イベントのご案内＊＊＊
スタジオTOMA　
冬のワークショップ
10 時～16 時（15 時受付終了）

お正月のアレンジメントお正月のアレンジメント
（木）
26

13時半~15時～～
（火）
10

（木）
12

（木）

（水）

場   所　 第１研修室
定   員 　15 名（先着順） 
受講料   2,000 円（材料代含む）
対　象　18 歳以上
講　師　長谷川 冴子 氏
申込み　料金をお持ちの上、中央
公民館へ直接お申し込みください。
※申込締切：12 月 15 日（日）　

初心者歓迎！  お正月に飾れるアレンジ
メントを作ってみませんか？

≪ 2020 年 1 月のイベント予定≫
1/25（土）　たまの地域人づくり大学連携講座  『海洋博物館の歴史を知ろう（仮）』
1/26（日）　特別講座『おいしいフレッシュジュースのつくりかた』

 ※内容は変更する場合があります

玉野市産の塩とドライ加工された食材
（海老・パクチー・レモン・海苔・たま
ねぎ）を混ぜて自分だけのオリジナルブ
レンドの塩を作って楽しみました。

Sea級グルメ「たまの温玉めし」の歴史
や由来を学んだ後、家族やお友達と一
緒に実際に作って美味しくいただきま
した。温玉めしの魅力を改めて感じる
ことのできる講座となりました。

『オリジナル塩づくりワーク
ショップ』(11/8)

 前回の展示の様子

ろくろや手を使い、粘土1kg分のお
皿やコップなどを作りました。干支
の絵を描いたり模様を描いたりして
世界に一つだけの器が完成し、皆さ
んとても満足されていました。

＊＊＊11月のイベント 無事終了しました（11/8 ～11/22）＊＊＊

『親子でつくろうたまの温玉めし』
(11/17)

『陶芸体験教室』(11/22)


