せん

新緑の季節！おいしいお弁当を持って
ピクニックに出かけたくなりますね。

分類ＥＮ／ナカ

べんとう べんたろう
ぼくはべんとうべんたろ
う。だいすきなエリーゼの
ためにおいしいおべんと
うをつくるぞー。ダダダダ
ーン。べんたろうはとびた
った。ごはんは、にほんの
「でんえん」から、たまご
やきはロシアの「はくちょ
うのみずうみ」から。
中川ひろたか／文
偕成社／出版

【内容】絵本の読み聞かせ、手遊び、語り

明日は遠足。お母さんの
お弁当はいつも自慢で、
楽しみにするなおくん。
冬のぽかぽか
おはなし会
でもその夜、お母さんが
熱を出してしまう。お母
さんに無理をさせたくな
い一心で、なおくんが取
った行動とは・・・。
くすのき しげのり／作
長崎出版、好学社／出版
分類 ＥＮ／クス

転がる香港に苔は生えない

図書館だより

5

月

皐月（ＭＡＹ）

おはなし会

まんてんべんとう

分類 ＥＮ／アン
東京Ｙ字路

※ 5 月の各種行事につきましては、
今後の余震等の状況により、
中止または延期の場合がございます。

・紙芝居

会場／おはなしコーナー
6 日・20 日
金曜日
13 日・27 日

金曜日
7 日・21 日
土曜日
14 日・28 日

土曜日

11：00～

など

０歳児・プレママ向け

11：00～

１～２歳児向け

11：00～

３歳児～向け

11：00～

小学生向け

1 日・8 日
15 日・22 日

土曜日

５月のカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
休館日
29 30 31

大地震被災者の皆さまへ
11：00～

紙芝居

どなたでも

29 日日曜日

21 日

）
）

心よりお見舞い申し上げます
15：00～

語りのおはなし会

熊本市立図書館
図 書 館 クイズにチャレンジ

リサとガスパールの

期間・・・５月１日（日）～５月８日（日）

ピクニック

対象・・・来館者（高校生以下とその保護者）

公園へピクニックにきたリ
サとガスパールたちが、お弁
当を食べようとしたら、スプ
リンクラーから水がふきだ
して、ずぶ濡れになっちゃっ
た・・・。ハプニング続きの
ピクニック、さあどうする？
アン・グットマン／文
ブロンズ新社／出版

申込・費用・・・無料
館内図書を使った年代にあわせたクイズを開催
します。
解答は５月１７日（火）～５月２９日（日）まで
児童室内に掲示します。

⇒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

校、職場等ようやく慣れてこられた頃ではありま

【図書の予約の中止について】
蔵書等の状態が確認できませんので、当面の
間、図書の予約につきましては、中止させて

せんか。運動会や各種行事が多いこの時期は、お

いただきます。

5 月は、分類 5 の家政学の本を紹介します。学

弁当作りに悩まれている方が多いのでは・・・。
そんな方には、次の 3 冊がお勧めです。

はじめての

会場／２階ホール

申込／不要

1日

出演/橋本愛、ＪＵＮ 他
カラー/70 分/2008 年製作/日本

8日

作品名／お引越し

読み聞かせボランティアとして活動
できる方
●講師・・髙野

●受付・・５月６日（木）～２４日（火）まで
●費用・・無料
申込方法

作品名／群集

市立図書館へ電話で申し込み

出演/ゲイリー・クーパー 他
モノクロ/字幕/122 分/1941 年製作/米

（096-363-4522）

作品名／100 回泣くこと

中高生のお弁当
22 日

出演/大倉忠義 、桐谷美玲 他
カラー/116 分/2013 年製作/日本

作品名／雨に唄えば
29 日

●日時…5 月 15 日（日）1６時～1８時

出演/ジーン・ケリー 他
カラー/字幕/103 分/1952 年製作/米

●場所…市立図書館２階ホール
●申込…5 月 1 日から電話または市立図書館カウ

５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

ンターでお願いします。先着 30 名です。

四季を楽しむ

●費用…不要
１４日
土曜日

分類 596／ト

お花見、お見知り遠足、七
夕・・・身近な行事を気楽
に楽しめる、四季折々の食
材を使ったカンタンおいし
いレシピを紹介します。す
ぐに役立つアイデアがいっ
ぱい。
藤平 聞子／著

和佳子さん

●定員・・２５人（先着順）

出演/中井貴一、桜田淳子 他
カラー/124 分/1993 年製作/日本

毎日おいしい！

おいしいおべんとう

●対象・・６回全て受講された後、市内各地で

作品名／Give and Go

15 日

分類 596／マ

午前 10 時～正午

●場所・・市立図書館２階集会室

パパっと作れておししい。
バリエ（全 86 点）が広が
る簡単おかず大図鑑つき。
渥美 真由美/著

一度にまとめて 3 品調
理。15 分でできるスピー
ド弁当。もう悩まない、
毎日の 4 週間レシピ。1
ヶ月まるごとお弁当献
立。忙しい朝も 10 分で
できる、丼と麺のお弁当。
食のスタジオ／編者

毎週木曜日

5 月の日曜映画会 【午後１時３０分～】

園児おべんとう

分類 596.4／ア

●日時・・5 月 26 日～6 月 30 日（全 6 回）

くまのがっこう、まんが日本昔ばなし
上映時間：４５分

他

今回のビブリオトークでは、写真家の芥川仁さ
んと京都大学准教授の藤原辰史さんをお迎えし、
写真をめぐる本の情報交換会を予定しています。

春の子ども映画会 【午後１時３０分～】
5 月５日（祝）会場／２階ホール 申込／不要

作品名／くるみ割り人形 [2014 年] 80 分

写真に興味のある方、この機会に写真への思いを
語りにいらっしゃいませんか？
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！！

