蔵書点検のため休室します

児童書の紹介

図書館だより

幸田図書室…５月１３日(月)～１８日(土)

みんな、おいしいものが大好き‼食べ物たちだ
って、おいしく食べてもらいたいと思っている
かも…。今月は、食べ物の絵本を紹介します。

5月

おはなし会・紙芝居

皐月（May）

【会場】2階集会室（金）、１階おはなしコーナー（土・日）

れいぞうこの

【内容】絵本の読み聞かせ、手遊び、語り、紙芝居など

おくのおく

分類

EN ウエ

冷蔵庫の奥に、忘れられち
ゃったチーズ。カビが生え
てチーズゾンビになっちゃ
う前に、おいしく食べても
らいたい! チーズは冷蔵庫
の最前列に出ようと…。
うえだしげこ／作・絵
教育画劇／出版

お
は
な
し
会

たべものはどこから
やってくる?

分類

588 ト

見習いコックのフーディー
がたべもののルーツを紹介
する絵本。たべものが食卓に
上るまでの道のりがひと目
でわかり、食への関心が湧い
てくる。
アゴスティーノ・トライーニ ／ 文 ・
絵
河出書房新社／出版

たべものやさん
しりとりたいかい
かいさいします

分類

EN シゲ

商店街で「しりとり大会」が
開催されることに。おすしや
さんにパン屋さん、ケーキ屋
さん、ラーメン屋さん、八百
屋さん…。食べ物たちが、優
勝目指して奮闘！
シゲタサヤカ／著
白泉社／出版

紙
芝
居

3日・17日
金曜日

11：00～

０歳児・プレママ・
プレパパ向け

10日・24日
金曜日

11：00～

１・２歳児向け

4日・18日
土曜日

11：00～

３歳児以上向け

11日・25日
土曜日

11：00～

小学生向け

18日
土曜日

15：00～

語りのおはなし会
小学生以上向け

5日・12日
19日・26日
日曜日
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号
）
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５月のカレンダー
月 火 水 木 金
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土
4
11
18
25
休館日

11：00～

どなたでも

本は丁寧に扱いましょう

＜開館時間＞
平
日
土・日・祝

9：30～19：00
9：30～18：00

図書館の本は市民の皆様の大切な財産です。次に
読む人の気持ちになって、丁寧に扱いましょう。

熊本市立図書館

汚損や破損等を見つけたと
きは、ご自分で修理せず、図書

〒862-0971

館へお知らせください。セロハ

熊本市中央区大江 6-1-74

ンテープ等で補修されますと、

TEL : 096-363-4522

かえって本を傷めることにな

FAX : 096-372-4252

ります。よろしくお願いいたし
ます。

http://www2-library.kumamoto-kmm.ed.jp/
ページの一部が破れた本

本の紹介
５月は、読むことによって、本の世界に生きる別
の人間を通して、ハラハラドキドキの疑似体験が
できる冒険小説を紹介します。

アルケミスト
夢を旅した少年

映画会【午後１時半～】2 階ホール

無料

作品／美女と野獣〔実写版〕
出演／ヴァンサン・カッセル、レア・セドゥ、
アンドレ・ドゥソリエ ほか
内容／父の身代わりに、野獣の城にとらわれた美
(日・祝) しい娘ベル。やがてベルは、野獣の恐ろしい姿の
下にある、もう一つの姿に気付き始める…。
カラー／字幕／113 分／2014 年／仏・独

5日

作品／キングコング

分類

969 コ

スペインの羊飼いの少年サ
ンチャゴは、偶然出会った王
様メルキゼディクに導かれ、
ピラミッドにあるという宝
物を探しに行くと決意する。
パウロ・コエーリョ／著
角川書店／出版

ブレイブ・ストーリー
（上・下巻）

分類

F ミ

東京下町の団地に住む小学
生の亘は、幽霊が出ると噂さ
れるビルの扉から、広大な異
世界へと旅立った…。時代の
暗雲を吹き飛ばす大長編。
宮部みゆき／著
角川書店／出版

12 日
(日)

出演／フェイ・レイ、ロバート・アームストロン
グ、ブルース・キャボット ほか
内容／キングコングに、生贄としてささげられた
美女アン。アンは助け出され、コングは見世物と
してニューヨークに運ばれるが…。
白黒／字幕／100 分／1933 年／米

作品／大列車強盗
19 日
(日)

出演／ジョン・ウェイン、アン・マーグレット、
ベン・ジョンソン ほか
内容／亡き夫が列車強盗で奪った金塊を持ち主に
返してほしい、と依頼を受けたレーンとその仲間
たち。金塊のもとへ馬を進めた彼らだったが…。
カラー／字幕／91 分／1972 年／米

春の子ども映画会【午後１時半～】2 階ホール

4日

無料

作品／ぼくは王さま/ぞうのたまごと
にせもの王さま
内容／たまごがすきな王さまのうちに赤ちゃんが

講座

学校ボランティアのための
読み聞かせ教室

熊本市内の小・中学校で行われている絵本
の読み聞かせについて、基礎技術の指導やお
すすめ絵本の紹介等を行います。
日時 ７月４日（木）午前１０時～正午
場所 ２階集会室
内容 学校ボランティアのための読み聞か
せの指導
講師 髙野和佳子さん（ＮＰＯ法人子育て支
援ワーカーズペペペペらん代表）
対象 市内の小・中学校で絵本の読み聞かせ
を行っている方・始める予定の方
定員 ３０名(先着順)
費用 無料
申込 ６月５日～電話または来館にて受付

イベント

親子で遊ぼう絵本の世界

日時５月１２日(日)午後 1 時半～３時場所２階集会
室内容絵本の場面を身体で表現するワークショップ
等講師水野直樹さん（スタディライフ熊本）対象４歳
児～小学生と保護者定員１５組(先着順)費用無料
申込５月６日～電話または来館にて受付

(土・祝) うまれました。おいわいに、国じゅうの人みんなに、
たまごやきをごちそうすることになりましたが…
そんなにたくさんたまごがあるのかな？／55 分

火星の人
（上・下巻）

分類

933.7 ウ

予期せぬ事故で不毛の星・火
星に取り残された一人の宇
宙飛行士。彼は救助船が到着
するまで、残る物資、知識と
技術を駆使して生き残れる
のか？
アンディ・ウィアー／著
早川書房／出版

子ども映画会【午後１時半～】2 階ホール

無料

作品／フィチンさん
11 日
(土)

内容／おてんばな女の子フィチンさんは、お屋敷の
ご主人に気に入られ、一人息子のリイチュウの遊び
相手に大抜てき。ツーンとそっぽを向いたリイチュ
ウとどんなふうに仲良くなっていくのか…／60 分

講座

読み聞かせ入門講座

日時５月２３日～６月２７日（毎週木曜日の全６回）
午前１０時～正午場所２階集会室内容読み聞かせの
ボランティア活動に必要な知識や技術習得のための
講義と実習講師髙野和佳子さん（ＮＰＯ法人子育て支
援ワーカーズペペペペらん代表）対象受講後、読み聞
かせボランティアとして活動できる方で 6 回全て受
講できる方定員２０名(先着順)費用無料申込５月８
日～電話または来館にて受付

