蔵書点検のため休室します

児童書の紹介

東部図書室…１１月８日(木)～１４日(水)
天明図書室…１１月８日(木)～１２日(月)

１１月は、子どもも大人も楽しめる、笑いあり涙
ありの落語絵本を紹介します。落語ならではのオ
チに注目して読んでみてください。

えんぎかつぎの

おはなし会・紙芝居
【会場】2階集会室（金）、１階おはなしコーナー（土・日）
【内容】絵本の読み聞かせ、手遊び、語り、紙芝居など

だんなさん

分類

EN カジ

「うえ」は好きですが「し
た」は嫌い。「かみ」が良
くて「しも」がいや。言葉
の縁起をかつぐだんなさん
からお小遣いをもらうに
は、どうしたらいい？
桂文我／話
福音館書店／出版

ねこのさら

分類

EN ノム

道具屋が江戸に帰る途中で
立ち寄った茶店で、猫がご飯
を食べていたのは、絵高麗の
梅鉢という高価な茶碗。道具
屋はそれを手に入れようと
して…。
野村たかあき／文・絵
教育画劇／出版

めぐろのさんま

お
は
な
し
会

２日・１６日
金曜日

11：00～

０歳児・プレママ・
プレパパ向け

９日・２３日
金曜日

11：00～

１・２歳児向け

３日・１７日
土曜日

11：00～

３歳児以上向け

１０日・２４日
土曜日

11：00～

小学生向け

１７日
土曜日

15：00～

語りのおはなし会
小学生以上向け

11：00～

どなたでも

紙 ４日・１１日
芝 １８日・２５日
居
日曜日

分類

ＥＮカワ

１１月
霜月（NOVEMBER）

平成３０年【２０１８年】第３６５号
）

）
１１月のカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
休館日

＜開館時間＞
平
日
土・日・祝
終戦の 2 年後の 1947（昭和 22）年、まだ戦争の傷あとが
日本中のあちこちに残っているとき、「読書の力によって、平

お城暮らしのお殿様。外に出
かけると、さんまを焼くにお
いに気付きます。農家に無理
を言って食べたそのさんま
のうまいこと！お城に帰っ
ても忘れられなくて…。
川端 誠／作
クレヨンハウス／出版

図書館だより

9：30～19：00
9：30～18：00

熊本市立図書館

和な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館

〒862-0971

が力をあわせ、そして新聞や放送のマスコミも一緒になり、第

熊本市中央区大江 6-1-74

１回「読書週間」が開かれました。その「読書週間」も今年で

TEL : 096-363-4522

72 回目を迎えます。この「読書週間」が、みなさん一人ひと
りに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけとなることを
願っています。

FAX : 096-372-4252
http://www2-library.kumamoto-kmm.ed.jp/

本の紹介

映画会【午後１時３０分～】2 階ホール

11 月 17 日は将棋の日。現在、藤井聡太さんの
活躍により空前の将棋ブームが起こっています。
今月は藤井聡太さんに関する本を紹介します。

4日
（日）

分類

796.0 ツ

津江章二／著
日本文芸社／出版

天才棋士降臨
藤井聡太
藤井フィーバーの真実に迫
る！最初の記念碑となった
炎の七番勝負、そして 29 連
勝までの足取りを振り返る。

分類

796.0 ニ

日本将棋連盟／著
マイナビ出版／出版

藤井聡太は、
ＡＩに勝てるか？

分類

796 マ

藤井少年の快進撃。最強ソフ
トを目指すプログラマたち
の戦い。天才の誕生とコンピ
ュータの進化で大きく揺れ
る棋界の最前線を追う。
松本博文／著
光文社／出版

出演／シャーリーズ・セロン、フランシス・マクド
ーマンド、ショーン・ビーン ほか
カラー／字幕／126 分／2005 年／米

作品①／熊本復興ドラマ「ともにすす
むサロン屋台村」

藤井聡太
将棋界の超新星・藤井聡太の
奇跡を超えた新記録から将
棋界の未来予想図までを豊
富なカラー写真とともに掲
載。森下卓九段と深浦康市九
段の特別対談も収録。

作品／スタンドアップ

11 日
（日）

出演／高良健吾、倉科カナ、松岡未紗、
中原丈雄 ほか
カラー／21 分／2018 年／日

作品②／トータル・リコール
出演／アーノルド・シュワルツェネッガー、レイチ
ェル・ティコティン、シャロン・ストーン ほか
カラー／字幕／113 分／1990 年／米

18 日
（日）

作品／ラビング
ふたり

愛という名前の

出演／ジョエル・エドガートン、ルース・ネッガ、
マートン・ソーカス ほか
カラー／字幕／122 分／2016 年／英・米

子ども映画会【午後１時３０分～】2 階ホール
10 日

トムとジェリー⑤ (日本語吹替え版)

（土）

51 分

近隣市町村の図書館でも
本を借りることができます
熊本市は、近隣市町村との間で図書館の相
互利用に関する協定を締結しています。熊本
市民の皆さまは、下記の図書館で資料の貸出
を受けることができます。
熊本市民が利用できる図書館
・宇土市立図書館
・御船町立図書館
・山都町立図書館
‐蘇陽分館
‐清和分館
・西原村生涯学習センター図書室
・南阿蘇村図書室
・大津町立おおづ図書館
※ご利用の際は、それぞれの図書館に行って図書館カ
ードを作成し、貸出手続きを行ってください。また、
資料は貸出を受けた図書館へ返却してください。

ビデオ・ＤＶＤの視聴ができます
視 聴 覚 コ ーナ ー で
は、ビデオやＤＶＤを
視聴して楽しむこと
ができます。ご利用の
際はカウンターまで

【質問】図書館の本をコピーすることはでき
ますか？
【答え】市立図書館には資料複写用のコピー
機を設置しており、著作権法の範囲内で資料
のコピーをすることができます。ご利用の際

おとな向け…男はつらいよ、コマンドー、猿の惑星等

はレファレンスカウンターにお越しくださ
い。コピーするにあたっての注意事項などを
詳しくご説明いたします。なお、利用料金は、

子ども向け…トムとジェリー、かいけつゾロリ、ドラえもん等

白黒 1 枚 10 円、カラー1 枚 30 円です。

お申し込みくだい
【人気のビデオ・ＤＶＤ】

