
※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。

10月2日
（第１水曜日）

10月9日
（第２水曜日）

10月18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

11月6日（第１水曜日）
11月13日（第２水曜日）
11月15日（第３金曜日）※東紅陽台は2丁目
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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→

『拝啓彼方からあなたへ』 『びっくり まつぼっくり』

図書館
スタッフが選ぶ

　秋の夜長に読書はもちろん手紙を書いて
みませんか？
　手紙雑貨の店主・詩穂は、「自分が死ん
だらこの手紙を投函してほしい」と親友・
響子に託されます。響子の死後、その手紙
の開封をきっかけに詩穂は事件に巻き込ま
れて――。　
　読後、大切な人に手紙を書きたくなる、
心温まる優しいミステリー！ 

　くるくるまわるタネ、天気によって開い
たり閉じたり、大変身！まつぼっくりには、
ふしぎがいっぱい！最後に、びっくりする
松ぼっくりの瓶詰の作り方も載っています。
　親子で絵本を読んで、まつぼっくり拾い
と瓶詰まで…そしてもう一度本を広げて「同
じだね♪」と一緒に何度でも楽しめる、読
み聞かせにもおすすめの 1冊です。

多田　多恵子／ぶん
福音館書店　2010　Eタ

　高く澄んだ空や涼風に秋を感じるこの頃になりました。暑い夏も過ぎ
去り、大きく深呼吸したくなるようなさわやかな季節の到来です。
　読書の秋、芸術の秋、文化の秋というように、秋は感性が豊かに広が
ります。この機会に、新しい趣味との出会いなどはいかがでしょうか。

◆ 移動図書館「めばる号」inおもちゃ王国◆
10月12 日（土）～14日（月・祝）
10時～17時

＊＊『本のリサイクル市』開催しました！＊＊
　沢山の方にご来場いただき、２日間で約5,000冊の本をお持ち
帰りいただきました。図書館で役割を終えた本も、再び皆様の手
に取ってもらえることができて喜んでいると思います♪
　次回の開催もお楽しみに！

リサイクル本を並べた様子

期間中、総合カウンターで　　　　　　　　　　　　  と
言ってみよう！ ステキなプレゼントがもらえるよ！

　おもちゃ王国 “あそびの学校”「第 23 回はた
らくくるま大集合！」にめばる号が出張します！
是非遊びに来てください♪
（おもちゃ王国の入場料が必要です）

ハロウィンイベント同時開催♪

9 月 7日（土）～ 8日（日）
ギャラリー

初日（7日）の様子 本の持ち帰り冊数を数えている様子

谷　瑞恵／著　集英社　2014
F タニ

「トリックオアトリート！」

1

えいごで本をたのしもう！10 /5 土 10 時半～11時　
出演：ＴＯＢＹ

おはなしどんどんランド12 土 10 時半～11時　
出演：玉野手話サークル
テーマ：いもほり

（火・祝）
10/22 （日）

11/10開館カレンダー …休館日

あなたのぬいぐるみが図書館で探検したり、本を読んだ
りしておとまりを楽しむよ♪絵本の読み聞かせもあるよ！

日　程　お預かり：10月27日（日）　お返し：11月3日（日）　 
場　所　おはなしのへや
定  員 15 名（先着順）
　　　　※両日参加可能な方　※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で申込み

ティーンズコーナーで大学受験対策や流行を知ろう！

　ティーンズコーナーでは『大学受験対策コーナー』を設け
ています。小論文・志望書の書き方や面接対策、学科選びの
参考本や勉強のコツなど、受験に役立つ本をたくさん揃えて
いるので、是非ご活用ください。
　また、『話題の本コーナー』ではティーンズ向け映像化の原
作本を展示しています。人気シリーズを取り揃えております
ので、アニメや映画と併せてお楽しみください！

玉野deシネマ
13時半～ ※13時開場

© トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

10 月 5日（土）
『おしりたんてい3
ププッブラウンものがたり』

10 月 6 日（日）
『BALLAD（バラッド）
　～名もなき恋のうた～』

場　所　多目的室（大）
参加費　無料
定　員　100 人（先着順・予約不要）

秋の読書週間  図書館まつり

場　所　児童コーナー付近
参加費　無料

秋のクイズラリー
図書館内にあるクイズに答えて
プレゼントをもらおう！
※なくなり次第終了

おはなしのひろばスペシャル
10時半～11時半 ※10時開場

場　所　多目的室（大）
参加費　無料
定　員　100 人
　　　　（先着順・予約不要）

・・（日）
10/27 （日）

11/3
ぬいぐるみの
おとまり会

絵本だいすきたまの
「おおきなかぶ」
人形劇団さくら
「町のねずみと田舎のねずみ」
星屑倶楽部
「こどももおとなも楽しめる
歌と演奏♪」

『おすすめ本の木』で本を紹介し合いました！
　児童フロアに『おすすめ本の木』コーナーを設置し、
自分おすすめの本のタイトルを葉の形をしたラベルに書い
て、木の幹や枝の部分に貼り付けてもらいました。
　紹介があった本を特集棚に並べたり、切り株のクッション
や松ぼっくりなどを配置して記念撮影したりできるように
して、利用者の方と一緒に『本の木』を育てていきました。

前回のようす

いなか

上映時間／ 60 分

上映時間／ 132 分

14時～15時



※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）

＊特別講座のご案内＊

　令和２年度に催し物（講演会・講座・作品展示など）で多目的室（大）・ギャ
ラリーの利用を希望する団体は、使用計画書のご提出をお願いいたします。
　使用計画書は玉野市立図書館・中央公民館で配布、または
ホームページからダウンロードが可能です。

＊＊＊中央公民館 施設利用についてのご案内＊＊＊

※希望日が他団体と重複する
　場合は、調整します。

↑多目的室（大）

←ギャラリー

＊『たまの丸ワークショップ』開催しました！＊＊『たまの丸ワークショップ』開催しました！＊

締切：2019 年11月4日（月）

　ペーパークラフト『連絡船たまの丸』を作るワークショップを開催しました。
　約 50 名の方が参加し、色をつけたりマスキングテープやシールで飾り付
けをしたりして、自分だけの連絡船を楽しんで作りました。
　完成した手のひらサイズの『たまの丸』を見て、皆さん「可愛い」「かっ
こいい」など歓声が上がるほど喜ばれていました。
　今後改良を重ね、また皆様にお目見えするときがくるかもしれません。
　お楽しみに！

連続特別講座万葉集（全６回）

場　所　第１研修室
受講料　2,000 円（資料代含む）
　　　　※初講日集金
定　員　20 名（要申込・先着順）
講　師　藤原 斌 氏
締　切　10月8日（火）

13 時半 ～16 時
万葉集の世界をテーマ別に知っていきましょう。
『社会・生活・恋・宴』などについて学びます。

（木）
10/10 （木）

3 /5

「ののちゃん」グッズ販売中！

まつ子さんの手ヌキカレー
1個400円　3個セット1,000円

３色ボールペン
1 本 300 円

エコバック
800 円

トランプ
1,000 円

その他のグッズも販売中！
・ハンドタオル
・クリアファイル
・ポストカード
・ステッカー　等

玉野市でしか手に入らない限定グッズだよ！

© いしいひさいち

玉野市の著名人展 開催中！ 次回のたまののミュージアム展示

総合カウンターまたはお電話にてお申込み

11月9日（土）～11月14日（木）
9 時～ 21 時
玉野消防署ポスター展示

8 月 28 日
ギャラリー
8 月 28 日
ギャラリー

ふじわら   あ きら
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でのご案内

（木）
11/14 （木）

12/12 （木）
1 /9 （木）

2 /13


