児童書の紹介
秋のイベントのひとつ「ハロウィーン」にちなん
だ絵本を紹介します。

ハロウィーンって
なぁに？
はじめてのハロウィーン。そ
の由来から、かぼちゃのラン
タンやかぼちゃのタルトの
作り方、おばけの仮装までバ
ッチリわかる絵本。
クリステル・デモワノー／作

中島さおり／訳
分類

EG デモ

主婦の友社／出版

イベント

図書館秋まつり

10 月 27 日(火)～11 日 8 日(日)まで、
「図書館秋まつり」を開催します。
リサイクル本・雑誌の配布会や図書館探検、図書館
クイズ、しおりつくり、図書展示『世界はいろんな仕
事であふれてる』など楽しいイベントが盛りだくさ
ん！申込方法や内容等の詳細については市立図書館
ホームページをご覧ください。
しおりつくり
日時 11 月 1 日(日)午後 2 時半～午後 3 時
対象 小学生とその保護者
定員 14 名（7 組）※先着順、事前申込が必要
図書館探検
日時 11 月 3 日(火)午前 10 時～午前 11 時半
対象 小学生とその保護者
定員 10 名（5 組）※先着順、事前申込が必要
※「しおりつくり」と「図書館探検」の事前申し込みは、
10 月 13 日(火)から。電話または来館にて市立図書館へ。

おばけきょうだい

はじめてのハロウィーン

分類

EN

マツ

今日はハロウィーン!おばけ
きょうだいが昼寝をしてい
ると、家のドアをたたく音
が。開けてみたら、それはお
ばけに仮装した人間の子ど
もたちで…。
松田奈那子／作
小学館／出版

おさるのジョージ

ﾊﾛｳｨｰﾝ・ﾊﾟｰﾃｨにいく

分類

EG レイ

ジョージは、パーティーにで
かけました。ところが、玄関
に出てきたのは何と、魔女で
した！
M.レイ／Ｈ.A.レイ／原作
福本友美子／訳
マーサ・ウェストン／画
岩波書店／出版

図書館クイズ「あつまれ！としょかんの森」
日時 10 月 27 日(火)～11 月 8 日（日）
対象 どなたでも
リサイクル本・雑誌の配布会
日時 11 月 7 日(土)・8 日（日）
午前 9 時半～午後 5 時
対象 どなたでも

１０月２７日～１１月９日は『読書週間』です。
2020 年第 74 回読書週間標語
「ラストページまで駆け抜けて」
電子メディアの発達によって、世界の
情報伝達の流れは、大きく変化していま
す。けれども、人間性を育て、かたちづ
くるのに、「本」が重要な役割を果たす
ことはかわりありません。
暮らしのスタイルに、人生設計のなか
に、新しい感覚での「本とのつきあい方」
をとりいれていきませんか。

図書館だより

10 月
神無月（October）

令和２年【２０２０年】第３８6
号
）

10月のカレンダー
日 月 火 水 木
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

金
2
9
16
23
30

土
3
10
17
24
31
休館日

＜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
毎年 10 月は国産木材の利用を推進する「木づ
かい推進月間」です(10 月 8 日は「十と八」で
「木」の日)。木を使う本を紹介します。

自分で作る
木のおもちゃ

分類

754.3

ジ

作って楽しい、遊んで楽しい、
子どもから大人まで夢中で楽
しめる木のおもちゃの作り方
を紹介。キッチンシェルフ、
おもちゃの家など 15 作品を
型紙付きで収録する。
ｽﾀｼﾞｵﾀｯｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ／出版

丸林さんちのはじめて
の家具づくりレシピ

分類

592.7

マ

はじめてでも家具がつくれ
る! 基本のカラーボックス、
すのこベンチなど、家具のか
んたんな作り方を多数の写
真を交えて解説する。
丸林さんち／著
ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ／出版

新版

超基本 DIY 木工

分類

592.7

チ

木工の基本的な道具やテク
ニックを初心者の視点でや
さしく解説した入門書。「測
る」「切る」「つなぐ」など
7 つの基本テクニックや、木
工作品の作り方を手順写真
とともに紹介する。
学研プラス／出版

案内

電子図書館を利用しませんか

市立図書館のホームページを通じて電子書籍の
閲覧ができます。
■電子図書館とは？
熊本市の図書館カードを持っている人は、
インターネットを通じて電子書籍を閲覧する
ことができます。
■いつでも どこでも
３６５日、お手持ちのパソコン、タブレット、ス
マートフォンからご利用いただけます。日中の来
館が難しいビジネスパーソンや子育て・介護をさ
れている方、身体的に来館困難な方、最寄りの図
書館が遠い方も手軽にご利用いただけます。
■様々な機能
文字拡大、文字色の反転、音声読み上げ等の機能
があり、高齢者や障がい者の方も使いやすいよう
工夫されています。
■充実した資料
人気小説や実用本の他、子ども向けの
絵本や図鑑など 1 万 3 千タイトル以上の資料が
あります。
■ログインする
①市立図書館ホームページの
リンクから、または QR コー
ドを読み取って電子図書館の
▲電子図書館 QR コード
サイトにアクセスします。
【URL】 https://www.d-library.jp/c_kumamoto/g0101/top/
②利用者 ID(注 1)とパスワード(注 2)
を入力して「ログインする」を
クリックして、電子図書館の
サイトにアクセスしてください。

■借りる
借りたい資料の「借りる」をクリック。貸出完了
ダイアログが表示されたら貸出は完了です。
■返却する
返却したい資料の「返す」をクリック。 返却確認
ダイアログで「はい」を選択すると、返却手続きは
完了です 電子図書館では、返却手続きをしなか
った場合でも、ご利用期限日を過ぎると自動的に
資料が返却されますが、次の利用者の方のために、
読み終わったら返却をお願いします。
■利用者情報の設定
市立図書館ホームページの Mｙライブラリから、
メールアドレスの登録と予約連絡方法を「メール」
に設定してください。
■市立小中学校の児童生徒の皆さんへ
図書館カードのほか、市立小中学校交付の図書利
用カードでも利用できます。
（注 1）利用者ＩＤとは
図書館カードの裏面に記載されている 13 桁の数
字が利用者ＩＤです。市立小中学校交付の図書利
用カードは、表面に記載されている 10 桁の数字
が利用者ＩＤとなります。
（注 2）パスワードとは
図書館カードを利用の方は、ホームページの Mｙ
ライブラリにログインする時に使うパスワードの
ことです。初期パスワードは生年月日の下４桁で
す。（例） 1 月 1 日生まれの方は「0101」
市立小中学校交付の図書利用カードのパスワード
は、図書利用カードの下４桁です。
（例）カード№8790001007 の方は「1007」

「市っとるね！？マナブくん」で、
電子図書館が紹介されます
市政広報番組「市っとるね！？マナブくん」で、
１０月２１日（水）放送予定です。
ぜひご覧ください。

