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2 月の城南移動図書館ひのきみ号稼働日
【第 2・4 月曜日】11(月)・25(月)
【第 1・3 木曜日】7(木)・21(木)
【第 2・4 木曜日】14(木)・28(木)

城南図書館・児童館
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ChildrensHouse

杉上地区 8 ヵ所
豊田地区 8 ヵ所（宮地、阿高含む）
富合地区 4 ヵ所

公式アカウントも更新中！
Twitter
@info66214669

わたしのひとこと
いよいよ熊本城マラソンがありますね。ＮＨＫ大河ドラマでは、熊本県出身の
金栗四三が主人公の「いだてん」も始まりました。この時期、近くの公園に散
歩に出かけると、ジョギングされる方を多く見かけます。寒いなか走っている
人を見ると、すごいなと思ってしまいます。寒いと運動不足になりがちです
が、少し体を動かしてこの冬を元気に乗り越えたいですね。
図書館には金栗四三の本や、走り方のコツ、体力づくりなど、運動に関する
本もあります。まだまだ寒い日が続き、外へ出るのも億劫になりますが、散
歩がてらにぜひ城南図書館へお越しください。お待ちしております。（森）

イベントレポート

2 月のイベント

★がついているものは要予約

★ガラスでお絵かき
管理栄養士による専門的な内容でしたが、親しみやすい口調で、とて

10 日（日）14：00～16：00

も分かりやすい講演となりました。レシピや献立、栄養について色々

対象：小学生

と教わり、日々の食事に取り入れやすく実践してみたくなります。

定員：15 名

運動部の子どもを持つご家庭以外でも、ダイエットにも役に立つ情報

場所：工作室

でしたよ♪

参加費：無料
「カレット」というガラスの粒を使って、砂絵のように絵を描き、
リ・グラスアートを作成します。

★ヤングビブリオバトル～小学生大会～
3 月 9 日（土）14：00～15：00
対象：小学生
定員：5 名
場所：多目的室
参加賞：500 円分の図書カード
小学 1 年～3 年生までの 12 名のみなさんが図書館のお仕事体験をしま
した。エプロンをして仕事内容の説明を受けてから、裏側を見るツアー
に出発！本の貸出・返却も実際にやっていただきました。初めてのお仕
事を楽しんでいただけたでしょうか？また、来月展示の「鬼」をテーマ

優勝：2000 円分の図書カード
3 分で「自分が面白いと思った本」の好きな所をどれだけ伝えられ
るかゲーム！
自分の好きな本について、おもいっきりしゃべっちゃおう♪
※参加者募集中

に本を選び、POP（おすすめのポイント）も書いてもらいました。どん

おはなしかい

な本が並ぶかは 2 月のおたのしみです。

場所：おはなしコーナー

あかちゃんのためのおはなしかい
毎月第１・3 水曜日 11：00～
6 日・20 日
なかよしひろば
毎月第１木曜日 10：30～
7日
ちびっこのためのおはなしかい
（幼児・小学生対象）

毎月第 4 土曜日
23 日

11：00～

えほんパック 2 月のテーマ
たまご（0 歳）
：ことばあそび
ひよこ（1～3 歳）：ぽかぽか
にわとり（幼児）
：むかしむかし
ふくろう（どなたでも）
：おすすめ絵本
●えほんパックとは…
城南図書館のスタッフがテーマ・年齢
ごとに選んだ絵本を３冊セットにして
貸し出すサービスです。

新着紹介
学習室のご案内

一般

大統領失踪

上・下

運転をあきらめないシニアの本音と新・対策

ビル・クリントン／著

933.7 ク

岩越

和紀／著

蔵書点検を行いました！

681.3/イ

多目的室を学習室として開放していま
す。学習室はどなたでもご利用いただ
けます。（図書カードの提示は必要あ
りません。）利用される方は図書館カ
ウンターでお申し込みください。

大統領が失踪―

老化の影響は運転にどう現れ

世界は衝撃に包まれた。

る? 「運転時認知障害早期発

蔵書点検とは、所蔵している資料が本来の場

ダンカン大統領の行動にはそうせ

見チェックリスト 30」の調査

所にあるか、他の資料が混ざっていないかな

ざるをえない訳があった。世界の

からシニアの運転傾向をまと

どを点検する図書館の棚卸のようなもので

午前 9：30～12：00

平和を守るために他に選択肢はな

め、シニア運転者の本音や実

す。

午後

かったのだ―

感とともに、安全な運転を続

元大統領とベストセラー作家によ

けるためのコツを伝える。

る迫真のエンタテインメント。

下記の写真にある機器を使い、館内に所蔵し
ている資料をすべて読み込みます。
今年も約 8 万冊の点検が終了しました。点検

月曜～土曜
13：00～19：00

日曜・祝日
午前 9：30～12：00
午後

13：00～17：00

時だけでなく常に綺麗な本棚を目指したいも
のです。

児童

2 月の利用できない日時
みんなでできる！楽しい児童劇脚本集

IT MIGHT BE AN APPLE
～りんごかもしれない（英訳）～
ヨシタケシンスケ

/作

青山児童劇・童謡研究会／著

・ 8 日（金）午後 会議のため

775.7 ア

・10 日（日）午後 イベントのため

Ｙ
大人気の絵本が英訳本にな
りました。哲学？妄想？
りんごひとつから始まるユ
ニークな世界が英語で読む
とまた新鮮です。中学校程
度の英語なのでどなたでも
どうぞ！

・27 日（水）終日 休館日のため

学芸会・学習発表会用に小学
校低・中・高学年それぞれの
成長段階に合ったお話を全
１４話掲載。昔話から朗読
劇、英語劇までバラエティー
に富んでいます。劇中歌や効
果音が入った DVD 付き。
子どもたちが輝きます！

※イベント終了後開放予定

城南図書館では現在 100 タイトル

スタッフのおすすめ本

以上の雑誌を所蔵しています。
その中から毎月一誌をご紹介します。

『話道のこころ』

岩元克雄／著

郷土

ぜひ手に取ってご覧ください。

809 イ

「話しかた一つでここまで変わる！」— 日本語の特性や話し方、間違った言葉遣い
などについて、元アナウンサーならではの観点で書かれた本です。
学生の頃に初めて読んだ時は、かしこまって話す機会があまりなく、そのような場面
でも問題なく話せるだろうと思っていましたが、働き始めてから読み返してみると、
相手に伝わりやすい話し方ができているか、間違った言葉遣いをしていないかなど、
改めて考えることができました。言葉の大切さに気付かされる一冊です。また、発
音・発声練習の題材も載っているので、声のトレーニングにも役立ちます。（丸山）

ランナーズ
アールビーズ 毎月 22 日発売
ジャンル：スポーツ

