
※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。

　以前までのティーンズコーナーの
範囲が拡大されました。今まで通り
のティーンズ映像化コーナーはもち
ろん、新しく図書館だよりティーン
ズ版や交流ノート、読売中高生新聞
なども準備しています。
　これからも 10 代の皆さんにお勧め
の本をどんどん増やしていきますの
でぜひお越しください！
　もちろん大人の方も大歓迎です♪

　10代のための図書館だよりができ
ました！　おすすめ本の紹介やよくあ
る質問などを掲載しています。ティー
ンズコーナーに設置してありますの
で、ぜひ読んでみてください♪

①14時～  ②15 時半～
【中高生対象】『たまのスチューデントガイドカフェ』

『夏休み工作教室』

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　
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8月1日
（第１水曜日）

8月8日
（第２水曜日）

8月17日
（第３金曜日）

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→

『りんごかもしれない』『宵山万華鏡』 ヨシタケ　シンスケ／作
Eヨ　ブロンズ新社　2013

図書館
スタッフが選ぶ

　京都の祇園祭の宵山を舞台に、六篇の短編
が交差します。宵山の夜には、お祭りが果て
なく広がってゆき、異世界まで続くようです。
まさに「宵山」を万華鏡で覗いたかのように
散りばめられた様々なモチーフが、何度も姿
を見せます。
　同著者の「夜は短し歩けよ乙女」との関連
もうかがえますよ。夏の夜の読書にぜひ。

　りんごがある。でもこれはもしかしたら
りんごじゃないかもしれない…と男の子は
考え始めます。
　考えたこともなかったりんごの「もしか
したら」がたくさん。でも、イラストを見
ているとどれもありそうな気がしてきて、
じわじわと面白い絵本です。
　さて、あなたのお気に入りのりんごはど
れでしょうか？

8 月25 日（土）10時半～11時15分
テーマ：おばけ
内　容：読み聞かせ、工作、手遊びほか
出　演：荘内中学校 図書委員のみなさん

8 月11 日（土）10 時半～11時
テーマ：はなびをみあげて
内　容：読み聞かせ、紙芝居ほか
出　演：絵本だいすきたまの

森見　登美彦／著
F モリ　集英社　2009

開館カレンダー
…休館日

　雲ひとつない青空とにぎやかな蝉の声に、夏本番を感じるこの頃です。
厳しく暑い夏に、涼しい図書館で読書のひとときはいかがですか。
　玉野市立図書館・中央公民館では様々な夏休みイベントが、8月も盛
りだくさんです。ぜひご参加お待ちしております。

9 月１日（土）10 時半～11時
対　象：４歳以上
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

●えいごで本をたのしもう！

【ティーンズコーナーがパワーアップ！】

『美容師に聞く 夏のヘアケア講座』『美容師に聞く 夏のヘアケア講座』を開催しました！

『夏休み調べ学習おうえん隊』
場所：第３研修室
図書館では、調べ学習のお手伝いをしています。
夏休みの自由研究の調べものに困ったら図書館
スタッフに聞いてみてね♪

８月７日（火）

10時半～ 16時
※内容は変更する場合があります。

8月の図書館
特集展示
児童コーナー
夏休み特集
企画コーナー
夢のいきもの
一般コーナー
海のいきもの ほか

14 時～ 15 時半

　美容師さんによる、暑い夏にぴったりの講座を開催しました！
紫外線による皮膚への影響の話や、シャンプー・コンディショナー・
トリートメントの種類の話など、大変ためになる講座でした。
　中には講座終了後、自ら質問をしに行く方もいらっしゃり、普段
気になっていることを直接聞ける良い機会になったと思います。
　ご参加ありがとうございました。

8月12日（日）、19日（日）

8月1日（水）

『図書館たんけん隊』
場所：第２研修室
対象：市内在住の小学 4年生
 　　　～ 6年生各 5人程度
　　　（先着順）
総合カウンターにてお申し込み
ください。※7月31日（火）まで
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午前の部 10時～ 12 時
午後の部 14時～ 16 時

場　所：多目的室（大）
対　象：小学生以上
定　員：3０人（申し込み先着順）
参加費：無料
協　力：市立玉野海洋博物館
　　　　（渋川マリン水族館）
申込方法：総合カウンターまたはお電
　　　　　　話にてお申込みください
申込締切：８月３日（金）まで

●せとうちのいきものを知ろう！

●大人気！チリメンモンスターを探せ！
●タッチングプール

講師：市立玉野海洋博物館（渋川マリン水族館）
　　　館長　岡 秀彦氏

図書館だよりティーンズ版が登場！（季刊発行）

『うみのいきものを知ろう！』
～チリメンモンスターを探せ～

8月4日（土）、18日（土）

大変お待たせいたしました !
　２月から延期となっておりました『本のリサイクル市』ですが、
ついに開催日が決定いたしました。
　整理券が必要となりますので、ご注意ください。
皆さまのご来場をお待ちしております。

整理券を配布します！
日時／９月１日（土）１０時～（予定）
場所／総合カウンター

講師：『styling space M'sQ's』店長 水島智之 氏

開催日／９月８日（土）～９日（日）
　　　　※入場入れ替え制
場所／ギャラリー

必ず
整理券

をもらってね♪

７月15日（日）　多目的室（大）

場所：第１・２研修室
インターネットを用いて外国人と英語で会話をする、
国際交流のための中高生育成プログラムです。

8月26日（日） 13時～ 16 時

場　所：実習室
対　象：小学生以上
　　　　（低学年は保護者同伴）
定　員：20 人（先着順）
参加費：無料 講師：玉野市レクリエーション協会

申し込みは図書館にお電話、
または総合カウンターまで！

作るもの：きんぎょモビール

※内容は変更する場合があります。

※内容は変更する場合があります。

いつでも参加可能♪



主催：（公社）玉野市観光協会
共催：ショッピングモールメルカ、玉野市教育委員会（図書館・中央公民館）
協賛：　　　　　　　　　   玉野支店
後援：玉野商工会議所、玉野市中心市街地活性化協議会

場　所：第 3・4研修室
対　象：18 歳以上
参加費：1,000 円（材料費込み）
定　員：15 名程度
講　師：翔の会　大塚　千恵子　氏
申込方法：中央公民館へ料金を添
　　　　　えて、お申し込みください。
持ってくるもの：針・小バサミ・指ぬき
申込締切：8月14 日（火）

7 月に開催した「刺し子」講座の追加開催が決定しました！
8月25日（土）13時～ 15 時

※写真はイメージです
刺し子とは、重ね合わせた布に保温・補強するため刺し縫いした
ことが始まりとされている、日本の伝統的な刺繍です。

場　所：実習室
対　象：中学生以上　定員：10 名（先着順）
参加費：受講料 500円＋材料代 1,000～2,800 円
講　師：曲　みつよ　氏
申込方法：中央公民館へ料金を添えて、お申し込みください。
申込期間：9月 1日（土）～14 日（金）

9 月29 日（土）10時～ 11 時半
１個 1,000 円

１匹 1,200 円 1 個 2,800 円

7月31日（火）、8月1日（水）、2日（木）、11日（土）、12日（日）

※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→

※再生紙を使用しています。

（文化センター）

＊夏のワークショップフェスタ＊

＊＊＊特別講座のご案内＊＊＊

伝統的な刺繍を
体験してみませんか。

・発泡スチロール    ・畳の縁のブローチ作り
・かき氷キャンドル・ステンドグラス 

・発泡スチロール・かき氷キャンドル 
・ステンドグラス・オートクチュールでストラップ作り

※材料が無くなり次第終了します。  ※内容は変更する場合があります。

材　料　費講師：スタジオＴＯＭＡ　大賀敏江 氏　ほか

畳縁リボンアクセサリー

場所：ギャラリー
10時～16時（15時受付終了）事前申し込み不要
☆小学生以上の方どなたでもご参加いただけます！☆ 300円～ 3,000円

＊刺し子体験講座「花ふきんを作ろう」＊

＊ステンドグラス特別講座＊９月の特別講座予告

ミラー、猫、
ハウスの
３種類から選んで
作ろう！

ミラー、猫、
ハウスの
３種類から選んで
作ろう！

どんな
「夢のいきもの」が

展示されて
いるのかな？ 過去の表彰式の様子

★受賞式★
イラストレーターの内尾先生に会えるよ！
場　所：メルカ１階セントラルコート
時　間：８月 26 日（日）11 時～

夢のいきもの大募集 !！表彰式＆応募作品展示

★全応募作品展示★
応募してくれた全ての作品を展示するよ！
場　所：たまののミュージアム・メルカ２階フロア
時　間：８月２8日（火）～ 9月 30 日（日）
　　　　９時～２１時（メルカは20時まで）

過去のメルカ２階フロア展示

・パステルアート ・染織工房
・ハーバリウム ・ジェルキャンドル 

・和布小物作り・瓦でコースター作り 
・ジェルキャンドル ・スノードーム

・苔玉作り ・瓦でコースター作り
・ステンドグラス ・ジェルキャンドル     


