児童書の紹介
どんぐり、おいも、柿、かぼちゃ、お月さま、も
みじ、落ち葉…秋を感じる絵本は盛りだくさん。
今月は、秋のおすすめ絵本を紹介します。

おはなし会・紙芝居

おつきさま
こんばんは

分類

EN ハヤ

お月さま、お月さまのいない
夜空はどんなでしょう。雲さ
んにじゃまされても、はやく
明るい笑顔をのぞかせて。ま
んまる、にっこりお月さま。
林明子／さく
福音館書店／出版

さわさわもみじ

分類

EN キウ

赤いもみじさん、黄色いもみ
じさん…。色とりどりのもみ
じが風に乗り、いろいろな表
情を見せてくれる。秋の１
日、野山を訪れたくなる絵
本。
東直子／さく 木内達朗／え
くもん出版／出版

いもいも
ほりほり

分類

EN ニシ

秋の行楽のいちばん人気は、
なんといっても、いもほり！
ぶたの兄弟は、はりきってい
もほりに出かけます。さあ、
どんなおいもがほれたか
な？
西村敏雄／作
講談社／出版

図書館だより

【会場】２階集会室（金）〔 10/4 は１階おはなしコーナー 〕
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

お
は
な
し
会

紙
芝
居

4日・18日
金曜日

11：00～

０歳児・プレママ・
プレパパ向け

11日・25日
金曜日

11：00～

１・２歳児向け

5日・19日
土曜日

11：00～

12日・26日
土曜日

11：00～

小学生向け

19日
土曜日

15：00～

語りのおはなし会
小学生以上向け

6日・13日
20日・27日
日曜日

11：00～

どなたでも

１０月
神無月（October）

令和元年【２０１９年】第３７６号
）

３歳児以上向け

日
6
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27

）
１０月のカレンダー
月 火 水 木 金
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31

土
5
12
19
26
休館日

講座

紙芝居の演じ方講座

日時 11 月１4 日(木)、21 日(木)、28 日(木)
午前 10 時～正午〔全３回〕場所市立図書館２階集
会室講師鎌田文代さん対象紙芝居のボランティア活
動をしていただける方で３回全て受講可能な方定員
10 名(先着順)費用無料申込 10 月 1７日(木)から電
話または来館にて市立図書館へ

イベント

図書館秋まつり

10 月 26 日(土)～11 日 10 日(日)まで、図書館秋
まつりを開催します。図書館探検やマジックショー、
お茶席、リサイクル図書･雑誌配布、図書展示など楽
しいイベントが盛りだくさん！

＜開館時間＞
平
日
土・日・祝

9：30～19：00
9：30～18：00

熊本市立図書館
〒862-0971
熊本市中央区大江 6-1-74
TEL : 096-363-4522
FAX : 096-372-4252
https://www.library.city.kumamoto.jp/

本の紹介
芸術の秋、今年は永遠の映画・喜劇王チャップリ
ンの生誕１３０周年です。これを機に、今月はチ
ャップリンの魅力に触れてみましょう。

チャップリン
作品とその生涯

分類

778.2 オ

初期の短編「街の灯」「独裁
者」等の名作から幻の遺作「フ
リーク」まで、喜劇王が作品
に込めたメッセージを読み解
き、新たな実像を提示する。
大野裕之／著
中央公論新社／出版

チャップリン自伝

案内
映画会【午後１時半～】2 階ホール【無料】
作品／エグゼクティブ
6日
(日)

13 日
(日)

(日)

分類

778.2 チ

アメリカン・ドリームを体現
し、名作を次々と世に送り出
したチャップリン。私生活で
は２度の離婚を経験。戦後は
「赤狩り」で米国を追放。
「喜
劇王」の後半生を自ら描く。
チャップリン／著
新潮社／出版

チャップリンと
ヒトラー

分類

778.2 オ

２０世紀に最も愛された男
チャップリンと最も憎まれ
た男ヒトラーは、わずか４日
違いで生まれ、同じちょび髭
がシンボルとなった。二人の
才能・思想が激突する。
大野裕之／著
岩波書店／出版

■在架予約サービス
読みたい本の貸出状況や受取場所に関係なく、予約
できるようになります。
■雑誌（バックナンバー）予約サービス
一般の図書と同じように、予約できるようになります。

作品／クリミナル（日本語吹替版）

が届いた後になります。

出演／ジョン・C・ライリー、ディエゴ・ルナ、マ
ギー・ギレンホール ほか
内容／プロの詐欺師と青年詐欺師がコンビを組み
巧妙な騙し合いを繰り広げる。
カラー／87 分／2004 年／米

■貸出履歴記録サービス
借りた図書の履歴（タイトル・著者名等）が図書館
ホームページの My ライブラリから確認できるよ
うになります。
■図書館ホームページリニューアル
より見やすく使いやすいホームページとなるよう、
デザインや構成が新しくなります。また、ホームペ
ージの URL も次のように変わります。
(新) https://www.library.city.kumamoto.jp/

猫侍

出演／北村一輝、蓮佛美沙子、浅利陽介、小野寺
昭 ほか
内容／幕末の江戸を舞台に、猫暗殺の依頼を受け
たことで大きな人生の転機を迎える浪人剣士の姿
を描き出す。猫とこわもての侍が織り成す、笑っ
て泣ける物語。
カラー／100 分／2013 年／日本

子ども映画会【午後１時半～】2 階ホール【無料】
12 日

作品／アニメシリーズせかいのどうわ ３

(土)

内容／「たからじま」「おうさまのみみはロバのみみ」
「いっきゅうさん」の３作品を上映します。／40 分

注意

10 月 2 日(水)から、市立の図書館、図書室等で新
しい図書館サービスが始まります。

出演／カート・ラッセル、スティーヴン・セガー
ル、ハル・ベリー ほか
内容／旅客機がテロリストによってハイジャック
された。機内にガス兵器が持ち込まれている事を
憂慮した国防省は、特殊部隊を空中から潜入させ
る作戦を取るが…。
カラー／字幕／133 分／1996 年／米

作品／劇場版
20 日

デシジョン

新サービスが始まります

メールのドメイン変更

10 月 2 日(水)から、図書館から送信されるメールの
ドメインが変わります。メールが届かない方は、次の
メールアドレスを受信できるよう設定してください。
■利用者情報登録(変更)・予約確認・予約変更(取消)・SDI サービス
libsend@library.city.kumamoto.jp
■予約準備メール
citylibrary1@library.city.kumamoto.jp

※予約本の受取りは、貸出準備完了の連絡（電話・メール）

イベント

「ともに食べ、ともに考える」

①ﾄｰｸｲﾍﾞﾝﾄ日時 10 月 18 日(金)午後 6 時～午後
8 時場所現代美術館ﾎｰﾑｷﾞｬﾗﾘｰ題「ともに食べ、飲
み、暮らす～ｴﾁｵﾋﾟｱの村から～」対象高校生以上
定員 40 名(先着順)
②ｷｯﾁﾝﾄｰｸ日時 10 月 19 日(土)午前 10 時～正午
場所慶誠高校調理室題「ちょっと人との距離を縮
められる料理とｷｯﾁﾝﾄｰｸ」対象小学生以上定員 30
名(先着順)
③ﾋﾞﾌﾞﾘｵ･ﾄｰｸ日時 10 月 19 日(土)午後 1 時～午
後 3 時場所市立図書館 2 階集会室題「共食をめぐ
るﾋﾞﾌﾞﾘｵ･ﾄｰｸ」対象小学生以上定員 30 名(先着順)
【①～③共通】費用無料申込 10 月 5 日(土)から
電話または来館にて市立図書館へ
※内容等の詳細については市立図書館へお問い合わせください。

