
※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。

ぬいぐるみのおとまり会
大人の朗讀會

ろう   どく   かい

おもちゃの病院

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→

『悲しい本 SAD BOOK』『静かな雨』
マイケル・ローゼン／作　
クェンティン・ブレイク／絵　
谷川　俊太郎／訳
あかね書房　Ｅロ　2004年

図書館
スタッフが選ぶ

　事故をきっかけに短時間しか記憶
を留めておけなくなったこよみと、
そんな彼女を受け入れようとする行
助（ゆきすけ）との物語です。切なく
もなり、優しい気持ちにもなり、そ
のバランスが心地良いです。
　タイトルどおり、静かな雨の日に
読むのがぴったりなお話です。

　どうしようもなく悲しい時に必要
なことは、明るく振る舞うことでは
なく、悲しみをありのままに受け入
れることなのかもしれません。
　最愛の息子を失った父親の語りを
通して、悲しみという感情をありあ
りと描いた絵本。大人にこそ読んで
ほしい一冊です。

宮下奈都／著
文藝春秋　Ｆミヤ　2016 年

開館カレンダー
…休館日

　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。
平成最後の「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。

★図書館まつりクイズラリー★★図書館まつりクイズラリー★

図書館相互利用が可能になる自治体に　　　　 が10月に加わりました
詳しくは図書館にお問い合わせください。

11月4日（日）～11月11日（日）

＊特別講座『ゲームクリエイターになろう』開催しました！＊

12 月2日（日）

あなたのぬいぐるみが図書館で探検したり、
本を読んだりしておとまりするよ♪

＊ハロウィンクイズラリー＊

※天候等により運休する場合があります。

10 月 8日（月・祝）
多目的室（大）

日　時　 11 月 4日（日）14 時～ 15 時
　　　   スタッフによる絵本の読み聞
　　　   かせ・ ぬいぐるみお預かり
　　　   11月11日（日）14 時～ 15 時
　　　   スタッフによる絵本の読み
　　　   聞かせ・ぬいぐるみおかえし
場　所　おはなしのへや
定   員 　10 名（先着順）・お一人様１体まで
参加費   無料
お電話または総合カウンターまでお問い合わせください。

瀬戸内市
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11月7日
（第1水曜日）

11月14日
（第2水曜日）

11月16日
（第３金曜日）

11 月3 日（土・祝）10 時半～11時
内　容：赤ちゃんから大人まで楽し
　　　　める英語絵本の読み聞かせ 
出　演：リードアラウドたまの

おもちゃ王国に出張しました！
　おもちゃ王国で開催された“遊びの学校”『第22回 はたらくく
るま大集合！』に移動図書館『めばる号』が出張しました。
　車両や絵本の展示などのほか、大型絵本の読み聞かせやパ
ネルシアターを行いました。ご来場くださった皆様、ありがとう
ございました。

10/6（土）～10/8（月・祝）
10時～17時

11 月10 日（土）10 時半～11時
テーマ：もみじ
内　容：読み聞かせ、紙芝居ほか
出　演：絵本だいすきたまの

＊ミステリークイズラリー開催！＊
　クイズラリー開催中！　
さらに期間中はカウンターで「トリック
オアトリート！」と言うと景品がもらえる
ハロウィンイベントも実施
しています。

（10/23～10/31）
　本にちなんだ謎を全て解
いて、総合カウンターで探偵
認定証をもらおう！

（11/1～11/11）

　プロのゲームクリエイターに、図書館の資料を使ってゲームの企画書作りを
学ぶ講座を開催し、大好評でした。
　参加者はそれぞれ、本で調べたことを参考に自分の作ってみたいゲームを
考えていました。
　次回の開催をお楽しみに！！

修
了
証
を

も
ら
っ
た
よ
！

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

14 時～ 15 時半
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。

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。

10 時～ 15 時 ※14 時受付終了

場   所　 多目的室（大）

≪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）、賢者の贈りもの（Ｏ・ヘンリー／著） ほか

11 月24 日（土）10 時半～11時 15 分
テーマ：えほんでわっはっは
内　容：読み聞かせ、工作、手遊びほか
出　演：人形劇団さくら

※12月29日（土）～1月3日（木）
　年末年始のため休館

折り紙のネコ耳
キャンディBOX←ハロウィンぼうし



　玉野市出身でフラダンスの巨匠、緋田雅子さんの展示を開催中！
　緋田さんが手がけた写真集や絵本原画の展示、ライブ映像など、今
までミュージアムでは見たことの無い独創的な空間となっておりますの
で、是非ご覧ください♪

※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）

＊次回展示＊＊次回展示＊
11月9日(金)～15日(木)
9時～21時　 
玉野消防署ポスター
展示

『緋田雅子展～舞・神話の世界～』開催中！
10 月 6日（土）～ 11月 4日（日）たまののミュージアム

『トーク＆フラダンスショー』開催しました
10 月 14 日（土）メルカ１階サブコート
　緋田雅子さんがメルカに来場され、自身が手がけた絵本
『鳥海山～こうとはく～』についての話や、その絵本のモチー
フとなった山の魅力など楽しいトークで会場を和ませた後、
ステキなフラダンスショーを披露してくださいました。『た
まののミュージアム』にも来場され、図書館とミュージア
ムにそれぞれサインをしてくださいました。
≪緋田雅子グッズ販売開始 !!≫
ここでしか手に入らないものばかり
なので、是非ご来場ください！

※日時・内容は変更
する場合があります。

おせち料理には食材や料理にさまざまな意味が込められています。絵本『おしょうがつセブン』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？
日　時　12月22日（土）9時半～ 10 時半
場   所　 中央公民館　調理実習室
定   員 　12 組 24 人（先着順）
講　師   田中  一子 氏
対　象   小学生以上 ※必ず児童お一人につき保護者１名同伴でお越しください。
料　金   1 組 2,000 円（材料代 1,500 円 +受講料 500円）
持ち物　エプロン、ふきん２枚、三角巾、お重（約 20センチ角のもの）
申込期間　11月13日（火）～ 12月8日（土）
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。

「おしょうがつセブン」
もとしたいづみ／著
世界文化社　Eモ
2015 年

特別講座『万葉集を学ぼう』開催中
第 1回 10 月 10 日（水）第 1・２研修室

　全 6回の連続特別講座「リフレッ
シュ・ヨガ」第１回と第２回を開
催しました。
　ヨガが初めてという方も多く受講
され、気持ちよさそうに身体を動
かしていました。
　定期的に身体を動かして、健康
になりましょう！

特別講座『リフレッシュ・ヨガ』開催中
第１回 10月 14 日（日）・第２回 10月 28 日（日）和室

あけ   た   まさ   こ   てん　     まい　     しん    わ           せ   かい

　定員を大幅に超えるお申し
込みがあり、大変人気な講座
になりました。
　初回は笑いを交えながら、
皆さん真剣に万葉集について
学んでいました。
　次回は 11月14日（水）です。
お楽しみに！


