
※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。

開館カレンダー …休館日

7月3日
（第1水曜）

7月10日
（第２水曜）

7月19日
（第３金曜）

※天候等により運休する
　場合があります。 2

　『全国訪問おはなし隊』による『おはな
しキャラバンカー』がメルカ１階駐車場に
やってきました！
　あいにくの雨でしたが、沢山の子どもた
ちが見学しに来てくれました。

©㈱ ウェーブマスター

刺し子で遊ぶ・万華鏡作り・ジェルキャンドル

　見学の後は多目的室（大）でおはなし隊に
よるおはなし会が行われ、保護者含め約50
名以上が参加しました。
　キャラバンカー見学とおはなし会の両方
に参加した子には特別なプレゼントがあり
ました。『全国訪問おはなし隊』の皆さん
どうもありがとうございました！

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→

『昔話法廷』Season1『きみへのおくりもの』 今井雅子/原作　金の星社
2016　児童913ム

図書館
スタッフが選ぶ

　湖面に光る “キラキラ” を、大好きなシロに
プレゼントしたくてお散歩に誘ったクロ。でも、
どんなに頑張っても “キラキラ” をつかまえる
ことができません。落ち込むクロでしたが、一
番美しい “キラキラ” はふたりの心の中にあり
ました。
　暑さで疲れやすくなる季節です。刀根さんの
描く美しい絵と優しいストーリーに、心癒され
てみてください。

　誰もが知っているであろう昔話、『三匹
のこぶた』『カチカチ山』『白雪姫』の登場
人物を、裁判員裁判の法廷で審議します。
あの昔話がこんな形になるなんて、という
驚きと面白さのある一冊です。
　思わず原作を読みたくなってしまった方
は、図書館スタッフまでお声掛けください。
ご案内いたします。

7 月27（土）10時半～11時15分
テーマ：夏だ！ ぼうけんしよう！
内　容：読み聞かせ、工作、手遊びほか
出　演：玉野商工高等学校

7月13 日（土）10 時半～11時
テーマ：あつまれ海のなかま
内　容：読み聞かせ、紙芝居ほか
出　演：絵本だいすきたまの

刀根里衣 /著　
NHK出版　2015　E ト

【講談社 おはなしキャラバンカー来場！】
場　所：多目的室（大）
定　員：100 名（要申込・先着順）
入場料：無料
お電話または総合カウンターで申込み

伊東歌詞太郎 講演会

　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♪
　ビンゴゲームもあるよ♪
場所：第３研修室　申込不要

※内容は変更する
場合があります。

７月の図書館
特集展示♪
児童コーナー
課題図書・
自由研究関連
企画コーナー
夢のいきもの
一般コーナー
芥川賞・直木賞
防災関連 ほか

14 時～ 15 時半　※13時半開場
　ニコニコ動画などで活躍中の “希代の歌い手” 伊東歌詞
太郎氏をお迎えした講演会を開催！
　10代の若い世代に向けて、夢を後押
しする力強い講演をお届けします。

14 時～ 16 時　※13時半開場

『夏のワークショップ』

≪８月予定のイベント≫

※内容は変更する場合があります。

7月20日（土）

●8月9日（金）うみのいきものを知ろう！（要申込）
●8月10 日（土）おはなしのひろばスペシャル
●玉野 deシネマ
　8月11日（日）
　『ざんねんないきもの事典』
　8月12日（月・祝）
　『猫侍　南の島へ行く』

『おもちゃの病院』

場所：多目的室（大）　申込不要
※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。

10 時～ 15 時 ※14 時受付終了

●えいごで本をたのしもう！
7 月6 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
出演：リードアラウドたまの

　　　　　　が過ぎ、陽射しが厳しく感じられます。『夏至』とは二十四節気のひとつで、一年のうちで
　　　　　　最も昼の時間が長い日のことをいいます。この日を過ぎると暦の上ではもう夏です。
　玉野市立図書館では夏休みに向け様々なイベントを企画中です。梅雨明けの暑い夏、涼しい図書館で
読書をしてみるのはいかがでしょうか。
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『南極クラス』特別講座

　日本南極観測隊 越冬隊員をお招きした、南極の自然や
動物についての講座です。
　実際の「南極の氷」に触れてみませんか？

9 時～ 12 時　　13時半～ 16時半
子ども司書養成講座

定員：各回5名程度（要申込・先着順）
対象：小学 4～ 6年生　無料
申込期間：7月25 日（木）まで
お電話または総合カウンターで申込み

【小学生対象】心肺蘇生講習
14 時～ 15 時

場所：多目的室（大）
定員：20 名（要申込・先着順）無料
申込期間：7月27 日（土）まで
お電話または総合カウンターで申込み

『夏休み調べ学習
  おうえん隊』
10 時～ 12 時 、14 時～ 16 時

場所：多目的室（大）
定員：50 名（要申込・先着順）無料
対象：小学３年生～中学３年生
申込期間：7月19日（金）まで
お電話または総合カウンターで申込み

　カウンターや本の返却、本棚の整理など、司書のお仕事体験を
してみませんか？

　小さい子にもよくわかるアニメーション映像
を見ながらの胸骨圧迫実践と、AEDを使った
人命救助方法の講習です。

【小学生対象】夏休み工作教室

場所：おはなしのへや
定員：各回 5名程度（要申込・先着順）
申込期間：7月30 日（火）まで
お電話または総合カウンターで申込み

小学生を対象に、司書が工作教室を開きます！
※詳しくはHPをご確認ください

1
（木）

8/ 4
（日）

和布小物作り・夏色のガラスで作るアクセサリー 
・ジェルキャンドル ・布ぞうり作り

場所：ギャラリー　価格：300円～1,700円
講師：スタジオＴＯＭＡ　大賀敏江 氏　ほか

10 時～ 16 時 （15 時受付終了）

ステンドグラス・チョークアート・
フォトスタンド・ジェルキャンドル

ステンドグラス おうち
プロジェクト ・苔玉作り
・缶バッジ作り 
・発泡スチロールアート 

 ©TAKAHASHI SHOTEN ／
　NHK、NEP、ファンワークス

©「続・猫侍」製作委員会

9 時～
16 時

『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 2019
渋川海水浴場で開催
されるイベントでめばる
号が
出張
予定！

6 月 15 日（土）15 時～ 16 時

夏至
い  と う   か   し   た  ろ う

壊れたおもちゃをその場で修理してもらえます。
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『ファイナルファンタジー』の映画や、カー
ドゲームのキャラクターデザイン、CMの
映像を担当するなど、はば広く活動している
世界的に有名なイラストレーターだよ！

みん
なの
作品が展示されるよ！

※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）

募集期間：2019 年７月28 日（日）まで
結果発表：8月 6日（火）以降予定
表  彰  式 ：8 月 24 日（土）13 時半～
応募方法 ：専用の募集用紙に記入の上、郵送または図書館・
総合カウンター、メルカカウンターへ持ってきてね！

過去の受賞作展示
日時：2019 年７月2日（火）
　　　～9月29 日（日）
　　　9時～ 21 時  入場無料
場所：たまののミュージアム　

『マルゴデリ ウノミナト』の店員さんを
お迎えした講座です。健康にも美容に
も良いミックスジュースを作ります。

特別講座『自由研究』（全３回）

『おいしいフレッシュ
ジュースのつくりかた』
10 時～12 時

受講料 ：1,000 円（材料費込み）
定　員：20 名（先着順・要申込）
申込締切：7月18 日（木）

【申込用紙にご記入いただき、料金をお持ちのうえ総合カウンターにてお申し込みください。】

受講料：300 円（3回分）
定　員：20 名程度（先着順・要申込）
申込締切：7月18 日（木）

14 時～
16 時

実験・研究の仕方や、自由研究の
お手伝いをします。小学生対象。

第5回 夢のいきもの大募集!!
「こんないきもの、いたらいいな♪」を
自由に描いてみよう♪

ステンドグラスをあしらった風鈴を
作ります。夏休みの工作にピッタリ！
小･中学生対象。
※小学生は保護者同伴

子ども向け
『ステンドグラス』講座
13時～14時半

受講料 ：2,500 円
　　　　（材料費込み）
定　員：15 名（先着順
　　　　・要申込）
申込締切：7月31日（水）

21
（日）

7/ 4
（日）

8/21
（日）

7/ 18
（日）

8/ 7
（水）

8/

※内容・日程は変更する場合があります。

≪瀬戸芸  質問BOX設置中！≫　場所：総合カウンター
８月初旬まで瀬戸内国際芸術祭に関する質問を募集中！
いただいた質問は８月のギャラリー展示でお答えします。

夢のいきもの
大募集 !! 公式
ホームページ
開設！

歴代の受賞者や動画の
ほか、全ての応募作品を
見ることが出来ます。
https://yumenoikimono.com/


