せん

おはなし会

・紙芝居

図書館だより

会場／おはなしコーナー または 集会室

さぁ 4 月です！！お掃除して、さわやか
な気分で新学期を迎えましょう。
ぞうきんレスラー

分類 ＥＮ／イヌ
そうえん社／出版

カラフルタオルのカラは、
タオルでいちばんのにん
きアイドル。ところがある
ひ、おとうさんのボロじい
といっしょに「ぞうきんレ
スラー」としてデビューす
ることに!どうする、カ
ラ!?どうなる、ぞうきんレ
スラー!?ひっさつわざで、
きょうもふたりはほこり
たちにたちむかう!!!!
ナカオマサトシ／作
イヌイマサノリ／絵

【内容】絵本の読み聞かせ、手遊び、語り
1・15 日
金曜日

食育から、あいさつ、お
掃除、生きものへの思い
冬のぽかぽか
おはなし会
やり、時間厳守の大切さ
まで笑って泣いて、楽し
く学べる大人気シリー
ズ!大好評博多弁バイリ
ンガル絵本!!
よしなが こうたく／作
長崎出版、好学社／出版
分類 ＥＮ／ヨシ

転がる香港に苔は生えない
はるです

はるのおおそうじ

分類 ＥＮ／コイ
東京Ｙ字路

春です。3 匹のねずみが大そ
うじをはじめました。そこへ
動物たちがつぎつぎにやっ
てきて…。春のぽかぽかとし
た陽気がつたわってくる絵
本です。
こいで たん／
こいで やすこ／絵
福音館書店／出版

11：00～

金曜日
16 日
土曜日
9 日・23 日

土曜日
3 日・17 日
日曜日

土曜日

月

１～２歳児向け

11：00～

３歳児～向け

11：00～

小学生向け

11：00～

紙芝居

15：00～

語りのおはなし会

どなたでも

ぼくは王さま／
ぞうのたまごとにせもの王さま

）
）

日

４月の子ども映画会【午後１時３０分～】
会場／２階ホール
申込／不要
9日
土曜日

４

０歳児・プレママ向け

卯月（ＡＰＲＩＬ）

8 日・22 日

16 日

おそうじ隊長

11：00～

など

3
10
17
24

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

土
2
9
16
23
30

【図書館２階リサイクルコーナーのお知らせ】
リサイクルコーナーでは古くなった本をお一
人様１０冊までお譲りしております。

（55 分）

４月２日(土)は古雑誌をリサイクルします。
４月２日（土）に古い雑誌を

●日時・・・4 月２４日（日）午前１０時半～正午
●場所・・・市立図書館２階集会室
●対象・・・未就学児～小学生とその保護者
●定員・・・２０組（先着順）
●申込・・・4 月５日（火）～２０日（水）までに
市立図書館へ電話で受付、参加費無料

【 図書展

～宮沢賢治生誕 120 年～ 】

4 月 19 日(火)～５月８日(日) １階児童室にて

熊本市立図書館
⇒ＱＲコード
携帯電話で読み取って
ご利用ください。
〒862-0971 熊本市中央区大江 6-1-74
TEL096-363-4522

FAX096-372-4252

http://www2-library.kumamoto-kmm.ed.jp

≪開館時間≫
平

日

９：３０～１９：００

土 日 祝日

９：３０～１８：００

平成２８年４月より市立図書館のホールの利用方
4 月は、分類４の自然科学の本を紹介します。科

法が変わります。詳しくは市立図書館までお尋ねく

学の最前線でわかってきたこと、わかってないこ

ださい。

とを、丁寧に整理整頓。気候大変動時代を冷静に
生き抜くための基礎知識を身につけましょう。
皆既日食ハンターズガイド

いま地球には不気味

4 月の日曜映画会 【午後１時３０分～】
会場／２階ホール

作品名／ジャンヌ・ダーク
３日

な変化が起きている

分類 451.8／ク

出演/イングリッド・バーグマン 他
カラー/字幕/100 分/1948 年製作/米国

作品名／魍魎の匣（もうりょうのはこ）
10 日

現時点における気候変動の知
識を集大成し、その根底にあ
る科学的な根拠を分かりやす
く説明する。
クライメート・セントラル/著

申込／不要

17 日

本格的な気象学を学ぶた
めの第一歩は、この本か
ら。お天気好きな方や、
初学者でも気象のしくみ
が理解できて、きちんと
身につく。
横川 淳／著

24 日

行う委員を募集します。
■任期・・・平成 28 年 6 月 1 日～
平成３０年 5 月 31 日まで
■対象・・・市内に居住か通勤・通学する 20

出演/堤真一、阿部寛、椎名桔平、宮迫博之 他
カラー/133 分/2007 年製作/日本

歳以上で、家庭教育の向上に資す

作品名／美女と野獣

クルの役員、子育てサポーター、

出演/ヴァンサン・カッセル、レア・セドゥ 他
カラー/字幕/113 分/2014 年製作/仏・独

家庭教育に関する相談員、子ども

作品名／隠し剣
身につく気象の原理

運営に監視、館長の諮問に応じて意見・提言を

る活動をしている方（子育てサー

会の役員、読み聞かせ活動をして

鬼の爪

出演/永瀬正敏、松たか子、吉岡秀隆 他
カラー/131 分/2004 年製作/日本

いる者等）
■定員・・・２人（書類・面接による選考）
■申込・・・4 月 18 日（月）までに「今後の
図書サービスの充実に向けた方策
について」をテーマに 800 字程
度にまとめ、住所、氏名、年齢、

●日時・・・5 月 7 日（土）、8 日（日）

分類 451／ヨ

性別、電話番号及び家庭教育活動

両日午前 11 時～

の実績を書いて、持参または郵送

●場所・・・市立図書館２階集会室

地震と火山の
基礎知識

分類 453／チ

実は日本列島の地震や火山
活動は、今までの百年が異
常に静かすぎたのであり、
いま起きていることが普通
の状態に戻ってきていると
いうべきなのである。地震
や火山活動に備えるための
必読書。
島村 英紀／著

で市立図書館へ。

●対象・・・0 歳児とその保護者
●定員・・・各回２５組（先着順）
●講師・・・ＮＰＯ法人
子育て支援ワーカーズぺぺぺぺらん
●申込・・・４月１２日（火）～５月６日（金）
までに市立図書館へ電話で受付
●費用・・・無料
ぜひ、お気軽にお尋ねください！！！

●日時…平成 28 年４月 17 日（日）14 時～16 時
●場所…市立図書館２階集会室
●申込…不要

●費用…不要

参加者同士で面白い本・おススメ本を紹介し語り合う
楽しい情報交換会です♪どなたでも参加できますの
で、ぜひ、お気軽にご参加ください！！！

