
※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。

『ゲームクリエイターになろう！』
『ＵＮＯ宇野 2018  ファインディングウノ』

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　

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→

『アンデルセンのおひめさま
  にんぎょひめ』『有閑倶楽部』 高橋真琴／絵　八百坂洋子／文

Ｅア　2012年　学研教育出版

図書館
スタッフが選ぶ

　玉野市出身の漫画家一条ゆかりの代表作の
１つ。聖プレジデント学園の生徒会６人が暇
にまかせてつくった “有閑倶楽部”。財力や特
技を活かしながらさまざまな出来事に関わっ
ていく彼らを主人公にした痛快アクション・
コメディ作品となっています。無敵で過激、
そして魅力的なキャラクターたちが動きまわ
り、読者を夢中にさせます。（文庫版 全11巻）

　少女画の巨匠高橋真琴が描くアンデル
セン童話。にんぎょひめ・おやゆびひめ・
はくちょうの王子の３作品が１冊に集録
されています。ページをめくるたびに華
やかでロマンチックな世界が広がり、何
度も読んだストーリーも絵を見てまた楽
しめる本となっています。

一条ゆかり／著
Ｋ726　イ　2000 年　集英社

開館カレンダー
…休館日

　まだまだ残暑厳しい季節ですが、いかがお過ごしでしょうか。「暑さ寒さ
も彼岸まで」といいますように、秋分の日の頃には朝晩の涼しさを感じられ
るようになります。
　夏休みは終わりましたが、図書館のイベントはまだまだたくさん予定して
おります。移転して初めてのリサイクル市も開催いたします。
　ぜひ皆様でご来館ください。

◆ 『海辺の図書館』inおかやまビーチスポーツフェスティバル 2018 ◆

9 月23 日（日）、24日（月・祝）

13時15分～16時半

9月17日（月・祝） 9時～16時　
　渋川海水浴場で開催されるイベントで『海辺の図書館』を開きます。
　めばる号も出張予定！　是非遊びに来てください。

9 月30 日（日）

9月22日（土）

開催日／ 9月８日（土）～ 9日（日）10 時～ 15 時
　　　　※8日のみ入場入れ替え制
場所／ギャラリー
料金／無料
参加方法／ 9月1日（土）10 時～
　　　　　総合カウンター付近にて 9月8日（土）分の整理券を配布します。
　　　　　※9日（日）に参加される場合は整理券は必要ありません。
持参物／本を入れる袋、整理券（8日 参加の場合）

10 月8日（月・祝） 14時～ 15 時半

本のリサイクル市、開催！
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9月5日
（第１水曜日）

9月12日
（第２水曜日）

9月21日
（第３金曜日）

●えいごで本をたのしもう！
9 月1 日（土）10 時半～11時
場　所：おはなしのへや
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

9月8 日（土）10 時半～11時
場　所：おはなしのへや
テーマ：よーいどん
内　容：読み聞かせ、紙芝居ほか
出　演：絵本だいすきたまの

9月22 日（土）10 時半～11時15分
場　所：おはなしのへや
テーマ：おじいちゃん、おばあちゃん
　　　　だいすき！
出　演：玉野高校ボランティア部

＊＊＊夏休み特別イベント開催しました！＊＊＊

時間制限・
冊数制限あり

『図書館たんけん隊』

『うみのいきものを知ろう！』

『調べ学習おうえん隊』

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』
9 月23日（日）

場所：第 3・4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。

≪24日（月・祝）≫
『猫侍』

©2014「猫侍」製作委員会

監督／山口義高
出演／北村一輝、蓮佛美沙子、
　　　浅利陽介、 戸次重幸　ほか

『おもちゃの病院』
場所：多目的室（大）
壊れたおもちゃをその場で修理し
てもらえます。
※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。
　原則無料
※コンピューターゲーム機は取
　り扱えません。

13 時開場
13 時半開演『玉野 deシネマ』

場所：多目的室（大） 入場無料　定員：100名（先着順）場所：多目的室（大） 入場無料　定員：100名（先着順）

『忍たま乱太郎の宇宙大冒険with
  コズミックフロント☆NEXT　
  太陽系の段◆月の段』
監督／吉田 光春　原作／尼子 騒兵衛
声の出演／高山 みなみ、田中 真弓 ほか

発行・販売元／NHKエンタープライズ
「忍たま乱太郎」©尼子 騒兵衛／NHK・NEP　©2017  NHK

≪23日（日）≫

10 時～ 15 時 ※14 時受付終了

カードゲーム『ＵＮＯ』を『宇野』で競技するイベント
『ＵＮＯ宇野 2018』を開催します！
場所：多目的室（大）
参加費：一般1,500 円、小中学生1,000円
定　員：30 名（先着順）
総合カウンターにてお申し込みください。

プロのゲームクリエイターからゲームの
企画書作りを学びます。
場　所：多目的室（大）
講　師：株式会社エンジンズ
定　員：40 名（先着順）、小学生以上
参加費：無料
総合カウンターまでお申し込みください。

※時間制限は8日のみ

ＵＮＯ
宇
野

8月 1 日 ( 水 )

8月 7 日 ( 火 )

7 月28日（土）、29日（日）
8月12 日（日）、19 日（日）

渋川マリン水族館の岡館長に瀬戸内海に
住む珍しい生き物について解説していた
だき、チリメンジャコのなかに混ざった
タコやえびなどの小さな生き物を探しま
した。ウニやヒトデなどと触れ合える
タッチングプールも大人気でした！

図書館内のめったに入れない場所を探検
し、返ってきた本の返却処理をするなど
図書館の仕事を体験できて、子どもたち
は楽しそうでした！

それぞれ自由研究のテーマについて図書
館スタッフと一緒に調べたり、関連図書
を借りて参考にしたりと、とても真剣に
取り組んでいました！

7 月 28 日（土）の様子閉架書庫たんけんの様子

場所：多目的室（大）

場所：第 2研修室

場所：第 3研修室

小
さ
な
生
き
物
探
し
の
様
子

プ
ロ
と
一緒

にゲームを作ってみ
よ
う
！



ハーバリウム制作体験 ポーセラーツ制作体験 自由研究特別講座

※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）

＊＊＊特別講座のご案内＊＊＊
＊ステンドグラス特別講座＊

＊＊＊夏休み特別講座 開催しました！＊＊＊

＊短歌をつくろう！＊
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。
申込締切：9月14 日（金）まで

9 月29 日（土）10時～ 11 時半

ミラー：１個 1,000 円

猫：１匹 1,200 円
　　２匹 2,000 円

ハウス：
1個 2,800 円

9 月26日（水）13時半～16時
場　所：第 1研修室
対　象：18 歳以上
定　員：30 名（先着順）
参加費：無料
講　師：井関 古都路　氏
申込方法：専用申込用紙に必要事項
　　　　　をご記入の上、総合カウン
　　　　　ターにお持ちください。
申込締切：9月 16 日（日）まで

●全応募作品展示中！●９月３０日（日）まで

●「第 4回夢のいきもの大募集 !！」受賞者大発表●

≪次回展示予告≫

入場
無料

＊万葉集を学ぼう（全６回）＊
10 月10 日（水）13 時半～15 時半
10月から3月まで月１回、全６回の万葉集を
読み解いていく講座です。詳しくはチラシをご
覧ください。
場　所：第２研修室 ほか
対　象：18 歳以上
定　員：15 名程度（先着順）
受講料：無料
講　師：藤原 斌　氏
申込方法：お電話または、申し込み用紙を総
　　　　　合カウンターにお持ちください。
申込締切：10月7日（日）

　8月4日から19日にかけて夏の特別講座を開催しました。
　今回は夏休みということもあり、対象を小学生以上にしたハーバリウム・ポーセラーツの
物作り講座を開催。今流行のアレンジメントを体験してみたり、オリジナルの食器を作った
りと大人も子どもも楽しんで受講していました。
　自由研究特別講座は、教わる子どもも教える先生も一生懸命。研究の仕方やまとめ方を
学び、今まで知らなかったことや新たな発見をすることができたようです。


