児童書の紹介
7 月 7 日は七夕ですが、「天の川」のイメージが
あることなどから「川の日」でもあります。川の
中にはどんな生き物がいるか調べてみましょう。

案内

感染症対策への
ご協力をお願いします

487

ヒ

市立図書館では次の取り組みを実施しています。

文月（July）

カジカおじさん
の川語り

窓や出入口を開放し、定期的に館内の換気を行いま

北国のある川では、春になる
とサケの子どもが成長し、海
へ下っていき…。川の生き物
たちのくらしざまを、川底に
すむユーモラスな魚、カジカ
が物語る。
稗田一俊／文・写真
福音館書店／出版

自動貸出機等は定期的に消毒をしています。また、図

EG グレ

分類

481

タ

じっくり見て、遊んで、生き
物と友だちになろう! 川や池
など、身近な水辺で出会える
生き物の生態や、面白い実
験・あそびをイラストで紹介
する。
谷本雄治／文 石森愛彦／絵
童心社／出版

身近な生き物
淡水魚・淡水生物

分類

481

す。常時開放する場合もあります。

令和２年【２０２０年】第３８3
号
）

■自動貸出機等の消毒や消毒液の配置
書館入口にアルコール消毒液を配置しています。
本の表面を除菌することが出来る除菌ボックスは、入
口横にあります。
■咳エチケット
咳やくしゃみをする時に、マスク、
ティッシュ、ハンカチ、袖を使っ

みつけた!
水べのいきもの

サ

身近な淡水の生き物をたく
さんの写真とともに紹介。①
学校編では、学校で飼ってい
るメダカ、ドジョウ、コイ・
フナ、キンギョなどを取り上
げ、それぞれの特徴を解説。
さいたま水族館／監修
汐文社／出版

7月

新型コロナウイルス感染拡大リスクを下げるため、

■定期的な空気の入れ替え

分類

図書館だより

て口や鼻をおさえましょう。
除菌ボックス

マスクを着用して、鼻や口を覆うよう
にします。マスクがない時はハンカチ
等を使い、とっさのときには袖で覆う
ようにします。

本をいれてボタンを
押すだけ。どなたで
も簡単にお使いいた
だけます。

サービスの緩和について

7月のカレンダー
日 月 火 水
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

木
2
9
16
23
30

金
3
10
17
24
31

休館日

＜開館時間＞
9：30～17：00
開館時間は変更する場合があります。

７月１４日（火）から開館時間を通常に戻すととも
に、閲覧席のご利用も可能といたします。ご利用の皆

熊本市立図書館

様には、感染防止対策にご協力いただきますようお願

〒862-0971

いします。開館時間等の変更については、市ホームペ
ージ、図書館ホームページ、図書館の掲示などでお知
らせします。

土
4
11
18
25

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
7 月 23 日は、ふみつき（文月）の「ふみの日」
です。親しい方へ手紙やはがきを書いてみませ
んか？

移動図書館を
利用してみませんか
当館では、動く図書館として移動図書館車「ひまわ
り号」を運行しています。各巡回場所を月２回巡回し

好感を持たれる
手紙の書き方とマナー

分類

816.6

ニ

プライベートの手紙からビジ
ネスの手紙まで、さまざまな
場面でどんな相手にも好感を
持 たれる 手紙の書 き方を 紹
介。
日本文芸社／編／著
日本文芸社／出版

ており、図書館と同じように本の貸出や返却をするこ
とができます。
幼児からご高齢の方まで多くの方にご利用いただけ
るよう、楽しい本、暮らしに役立つ本など、たくさん
の夢と知恵を図書館バスに満載してお届けします。

美しい日本語と正しい
敬語が身に付く本
美しい日本語の語彙、正しい
敬語、心が伝わるメール&手
紙の書き方…。日本人だから
こそ知っておきたい言葉の
知識とマナーを紹介。
日経 BP／出版
分類

810.4

ウ

・図書館カードは、図書館や公民館図書室と共通です。
・貸出しは一人１０冊（全館合わせて）まで

はじめての絵手紙

分類

724

コ

絵手紙の達人が、そのワザを
基本からレクチャー。はじめ
てでも味のある作品がかけ
るようになります。200 点以
上の作例や、絵に添えるひと
言を考えるときのヒントも。
小池恭子／著
主婦の友社／出版

・期間は２週間（次の巡回日）
※図書館や公民館図書室で借りた本の
返却もできます。
皆さまのご利用をお待ちしております。

【移動図書館（ひまわり号）７月の巡回予定表】
県営上熊本団地（外来者用駐車場）
１０：３０～１１：１０
県営田崎団地（集会所前）
１３：４５～１４：２５
県営八島団地（中央公園内）
１４：４０～１５：２０
公務員東町住宅(北住宅 1 棟前駐車場)
１０：３０～１１：１０
市営画図重富団地（６棟前）
１３：４５～１４：２５
県営月出官舎（2 号棟横）
１０：３０～１１：１０
武蔵ヶ丘団地（集会所横）
１３：４５～１４：２５
市営楠団地（集会所横）
１４：４０～１５：２０
古町パークマンション(二本木 5 丁目)
１０：３０～１１：１０
市営下南部団地（公民館横）
１３：４５～１４：２５
市営託麻団地（6 号棟前広場）
１４：４０～１５：２０
市営上高橋団地（団地中央道路上）
１０：３０～１１：１０
市営新地団地（Ａ-2 棟前）
１３：４５～１４：２５
市営新地団地（Ｅ-14 棟前）
１４：４０～１５：２０
県営保田窪第２団地（集会所前）
１０：３０～１１：１０
出水南地域コミュニティーセンター
１３：４５～１４：２５
県営八王寺団地（10 棟前）
１４：４０～１５：２０
県営江津湖団地（12-10 棟前）
１０：３０～１１：１０
県営東本町団地（集会所前）
１３：４５～１４：２５
県営東町団地（第２集会所前）
１０：３０～１１：１０
県営西戸島団地（9 棟横）
１３：４５～１４：２５
市営長嶺団地（1Ｃ-1 棟裏駐車場）
１４：４０～１５：２０

2日
16 日
（木） （木）

8日
22 日
（水） （水）

3日
17 日
（金） （金）

7 日 21 日
（火） （火）

10 日 27 日
（金） （月）

6日
20 日
（月） （月）

13 日 28 日
（月） （火）

14 日 30 日
（火） （木）

