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
【内容】絵本の読み聞かせ、手遊び、語り

ジメジメした梅雨の季節…。少しでも気
持ちよく雨を楽しむ絵本を紹介します。

分類ＥＮ／せな

３日・17 日
金曜日

11：00～

など

10 日・24 日

ふりふりぼうず

金曜日

雨が降ると嬉しいイヌと、
雨が嫌いなネコ。ネコがて
るてるぼうずを作り、お天
気の歌を歌うと、イヌはふ
りふりぼうずを作り、雨の
歌を歌います。やがて、て
るてるぼうずとふりふり
ぼうずが飛び出して…。
せなけいこ／作・絵
金の星社／出版

4 日・18 日
土曜日
11 日・25 日

土曜日

11：00～

１～２歳児向け

11：00～

３歳児～向け

11：00～

小学生向け

19 日・26 日

11：00～

紙芝居

どなたでも

日曜日

「ひがーしの畑に雨ざん
ざん」そういうと、顔を
ごしごしごしごしー何を
冬のぽかぽか
おはなし会
するのも面倒くさがりの
ぐうたらねこ、ねこきち
が何やらおかしな商売を
始めました。雨が楽しく
なる、ことわざ落語絵本。
平田昌広／文
講談社／出版
分類 ＥＮ／ひら

転がる香港に苔は生えない

あめがふるとき
ちょうちょうはどこへ

分類東京Ｙ字路
ＥG／めい

雨がふるとき、ちょうちょ
うはどこへいくのかしら？
／作
はねがぬれたらとべないで
／出版
しょうに……。静かな雨の日
の、小さな生き物たちの姿
を、詩情豊かに描いたロング
セラー絵本。
メイ・ゲアリック／文
金の星社／出版

土曜日

）
）
日

5 日・12 日

18 日

月

水無月（ＪＵＮＥ）

てるてるぼうずと

あめふりうります

6

０歳児・プレママ向け

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 29 30
休館日

15：00～

語りのおはなし会

大地震被災者の皆さまへ

ボランティア活動

心よりお見舞い申し上げます

ありがとうございます！
有志の方々により、避難所等におられる子ど
もたちのために、絵本の読み聞かせなどのボラ
ンティア活動を行っていただき、まことにあり
がとうございます。おかげさまで、子どもたち
にも少しずつ笑顔がもどってきているようで
す。
ようやく学校も再開されました。一日も早く
余震がおさまるよう、心から祈っています。

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

【蔵書点検のために休室します】
6 月は分類６にある産業の中の愛玩動物の本を紹
介します。地震災害の苦しみ、怒り、悲しみを癒
してくれるかわいいペットたち。
次の 3 冊を読まれたら、心安らぐかもしれません。

○ 清水・・・6 月 15 日（水）～２０日（月）

６月の日曜映画会 【午後１時３０分～】
猫が教えてくれた

大切なこと

分類 ／645.7 フ

やわらかくて、温かくて
ほのかにお日さまの匂
いがして…。猫と一緒に
いると、ほっこりしあわ
せな気分になれます。
フェリシモ猫部／著

会場／２階ホール

申込／不要

作品名／山河遥かなり
５日

出演/イワン・ヤンドル 他
モノクロ/１０５分/１９４７年製作/米

作品名／バルーンリレー
12 日

出演/刈谷友衣子、大久保祥太郎 他
カラー/６６分/２０１２年製作/日本

作品名／禅
19 日

いぬがいちばん、大好き

出演/中村勘九郎、内田有紀 他
カラー/１２７分/２００８年製作/日本

作品名／夏の庭 The Friends

分類 ／645.6 イ

飼い主に忠実な犬。犬の
飼育率は、最近のネコブ
ームのさなかでさえトッ
プです。時間に追われ、
忙しくしている人ほど、
犬と一緒にいることで得
られる癒しを求めている
ようです。
犬大好き研究会／編者

26 日

土曜日

トムとジェリー 火星へ行く
上映時間：７４分

ハ ム ス ター

分類 ／645.9 イ

現在、野生のハムスターた
ちは、姿を消しつつありま
す。しかし今、彼らはペッ
ト と して 私た ちを 愛 らし
く、ユーモラスな表情とし
ぐ さ で楽 しま せて く れま
す。
今泉忠明・平井博／監修

●日時…７月 6 日（水）
午前 10 時～正午
●場所…市立図書館２階ホール
●対象…市内の小中学校で絵本の読み聞
かせを行っている方、または始
める予定の方
●講師…髙野 和佳子さん
（NPO 法人 子育て支援ワーカーズ
ぺぺぺぺらん代表）
●定員…３０人（先着順）
●申込…６月７日（火）から市立図書館へ
の電話か来館にて受付
●費用…無料

６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
１８日

はじめまして

出演/三國連太郎、坂田直樹 他
カラー/１１３分/１９９４年製作/日本

参加無料

【映画会の鑑賞についてのお願い】
まだ余震が続いているなかでの上映です。
もし、強い余震が発生したときには、観客の
皆さまの避難誘導には十分注意を払いますが、
避難の際に支障となるなるような服装等は、で
きるだけ控えられますようお願いします。

先月号でお知らせしましたとおり、蔵
書等の状態が確認できませんので、現在
図書の予約は中止させていただいてま
す。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませ
んが、なるべく早く、できれば今月中の
再開を目指しているところですので、ご
了承お願いします。

