【蔵書点検のために休室します】
7 月 18 日は海の日！海の恵に感謝して、

○ 飽田・・・７月６日（水）～１２日（火）

今月は海を舞台にした絵本を紹介します。

○ 北部・・・７月１２日（火）～１５日（金）

ウミガメものがたり

分類

ＥＮ／スズ

母ウミガメが砂浜にうめ
た卵からかえった子ガメ
たち。砂の中からはいだし
て海にむかいます。でもそ
こはゴールではなく、長い
長い旅のはじまりなので
す。小さな命の大きなもの
がたり。
鈴木まもる／作・絵
童心社.／出版

転がる香港に苔は生えない
ふたりだけの

とっておきのいちにち
リンのすむ海辺の町に、
毎年夏になるとロビー
がやってきます。やがて
おわかれの日がきます
が、はなれたくないふた
りは、こっそり赤い帆の
ボート「アイランダー
号」にもぐりこんで…
ヘレン・ダンモア／作
文渓堂／出版
東京Ｙ字路
分類 ＥＧ／コツ

７

月

文月（ＪＵＬＹ）

おはなし会・紙芝居
会場／１階おはなしコーナー
【内容】絵本の読み聞かせ、手遊び、語りなど
1 日・15 日
金曜日
8 日・22 日
金曜日
2 日・16 日
土曜日

うみのそこ たんけん
海の底ってどうなってる
んだろう？海で遊んでい
たぼくがそう思ったと
き、大きな「うみぼうず」
が現れて、海の水をごく
冬のぽかぽか
おはなし会
ごく飲んだ。すると、島
だと思っていたところは
山で…。
中川ひろたか／文
アリス館.／出版
分類 ＥＮ／サワ

図書館だより

9 日・23 日
土曜日

11：00～

11：00～

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
どなたでも

15：00～

語りのおはなし会

３１日 (日)
16 日(土)

０歳児・プレママ向け

日

3 日・10 日
17 日・２４日

）
）

☆☆ おいでください ☆☆
市立図書館ではボランティアの皆さんが、上記の
日程表で絵本の読み聞かせなどの活動をされていま
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７月のカレンダー
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＜開館時間について＞
平
日
9：30～19：00
土・日・祝
9：30～18：00

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。

す。

〒862-0971 熊本市中央区大江 6-1-74

まだまだ余震が続く中、少しでも子どもたちの笑顔
が見られるよう、優しく楽しく語りかけられます。
どうぞお気軽においでください。

TEL096-363-4522
FAX096-372-4252
http://www2-library.kumamoto-kmm.ed.jp

日 曜 映 画 会
７月は、分類７の芸術の中で人気のスポーツか
ら紹介します。来月、いよいよリオ五輪の開幕。

【午後１時３０分～】会場／２階ホール
3日

作品／ラスト・マップ

否が応でもスポーツが盛り上がりそうです。

（日）

出演／ジョシュ・ルーカス 他
白黒／字幕／83 分／2004 年製作／米

日本人メジャーリーガー

10 日

作品／はじまりの歌

50 人の言球
皆既日食ハンターズガイド

（日）

出演／松本潤、榮倉奈々、戸田菜穂 他
カラー／73 分／2013 年製作／日本

17 日

作品／巴里のアメリカ人

分類 783.7/ニ

夢をあきらめたくない
人に贈るメッセージ。力
強いメジャーリーガー
たちの“言球”をキャッ
チしよう。きっと、あな
たに優輝を授けてくれ
るはずです。
著者多数

（日）

出演／ジーン・ケリー、レスリー・キャロン 他
白黒／字幕／113 分／1951 年製作／米

24 日

作品／一命

（日）

出演／市川海老蔵、瑛太、満島ひかり 他
カラー／127 分／2011 年製作／日本

31 日

作品／ミスター・ベースボール

（日）

サッカー
「観戦力」が高まる

分類 783.4/シ

サッカーは、現在最も人
気の高いスポーツとい
ってもいいでしょう。テ
レビの解説に満足でき
なくなったみなさんの
第一歩として、たくさん
の視点と刺激 を含んだ
１冊です。
清水英斗／著

夏休みを迎える子どもたちのために、自由
研究などに役立つ本を展示します。どなた

子ども映画会

でもご利用できます。お気軽にどうぞ。

【午後１時３０分～】会場／２階ホール

期間：7 月５日（火）～９月４日（日）

9 日（土）

○ 日本の名作童話１（６０分）

場所：市立図書館１階カウンター前
内容：自由研究のガイド本、調べ学習に関

夏の子ども映画会

する本など、順次 400 冊程度展示

【午後１時３０分～】会場／２階ホール
○ サミーとシェリー
大冒険（８７分）

七つの海の

頂点への道

☆１８歳未満のお子様（保護者もどうぞ）

～ 映画会の鑑賞についてのお願い ～

分類 783.5/ニ

大地震後、図書館(室)の蔵書確認がで
きないため,予約の受付を中止していま
したが、6 月 21 日（火）から再開し
ています。長い間、ご迷惑をおかけし
ました。

ご利用ください

出演／トム・セレック、高倉健、高梨亜矢 他
カラー／108 分／1992 年製作／米

30 日（土）

錦織圭が初めて綴った
長い道のり。世界の４強
(ジョコビッチ,フェデ
ラー,ナダル,マレー)と
相まみえる精神的重圧
と高揚。運命のコーチと
出会い、
「動かず攻める」
テニスを習得、頂点を目
指す。
錦織圭／著

予約ができます！

まだ余震が続いてるなかでの上映です。
もし、強い地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。

☆定員２００人（当日先着順）／

入場無料

7 月 16 日（土）
上 映 作 品
≪サミーとシェリー 七つの海の大冒険≫
会場：市立図書館 2 階ホール
時間：午後１時３０分～

