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月～土曜 9:30～20:00 日・祝日 9:30～18:00
毎月第４水曜日(祝日の場合は次の日)

11 月の城南移動図書館ひのきみ号稼働日
8 日(木) 杉上地区 8 ヵ所
15 日(木) 豊田地区 8 ヵ所（宮地、阿高含む）
22 日(木) 富合地区 4 ヵ所

わたしのひとこと
「夜明けの図書館」という図書館を題材にしたマンガがあります。新米司書の主人公が、
利用者の調べもの、探しもののお手伝いをする「レファレンス・サービス」が、お話の
核になっている作品です。レファレンスって何？と思う方も多いかもしれません。
の のう

城南図書館・児童館

公式アカウントも更新中！

Facebook

Twitter

@KumamotoCity
JonanLibrary
ChildrensHouse

@info66214669

先日、マンガの作者である埜納タオさんの講演を聞く機会がありました。埜納さん自身
この作品に携わるまで、レファレンスについて知らなかったそうです。実際は物語のよう
に、スッキリ解決！とはいかない質問も多いのですが、カウンターの向こう側の仕事を、
物語を通して知ってもらえるのではないでしょうか。ほんわかした絵柄や登場人物に埜納
さんの人柄が表れている作品だと、実際にお話を聞いて感じました。ちなみに熊本に行っ
た時に食べた馬刺しが美味しかったとおっしゃっていました！（坂田）

11 月のイベント

★がついているものは要予約

明治維新１５０年特別企画展「五足の靴で辿る、熊本の世界遺産」

期間：10 月 10 日（水）～11 月 11 日（日）
「五足の靴」の軌跡を辿り、潜伏キリシタン関連遺産や明治産業遺産の関連図書
を展示しています。
それにあわせて、館内展示ケースで明治期最も有名な浮世絵師・月岡芳年の合戦
絵「天草一揆落城図」
（レプリカ）を展示しています。

★みんなのぶんかさい
3 日（土）
・12：00～13：00 本のリサイクル市
・13：00～14：00 ヤングビブリオバトル
対 象：小学生
参加賞：500 円分の図書カード
優 勝：2000 円分の図書カード
※観覧者募集中！
ビブリオバトルのご観覧並びにリサイクル市へは当日会場へおこし下さい。

★ぬいぐるみおとまりかい
10 日（土）10：30～11：30
定員：10 名（幼児・小学生対象）
場所：児童館工作室
・ぬいぐるみといっしょのおはなし会
・アルバム作り
・ぬいぐるみのお預かり

★絵本の読み聞かせスキルアップ講座
4 日・11 日・18 日・25 日（日）10：00～12：00（全 4 回）
対象：どなたでも（定員 15 名）※参加無料
場所：城南公民館、城南図書館・児童館
講座内容：第 1 回・2 回（本の選び方、読みきかせのスキル、わらべう
た、手遊び歌等）
第 3 回（図書館フロアめぐり、絵本コーナー紹介、本の歴史講座）
第 4 回（ワークショップ わらべうた・小道具作り）
問い合わせ先：城南公民館（火の君文化センター内）
TEL 0964-28-1800

イベントレポート
松橋の木屋珈琲倶楽部の井上隆一氏を講師に呼び、コーヒー豆の座学と
ドリップ体験をしました。イベント名通り、美味しいコーヒーの香りの
する中、コーヒーをドリップしたり飲んだり楽しいひとときでした。
（塚本）

11 日（日）9：30～（図書館開館中）
場所：図書館カウンター
・ぬいぐるみのお迎え
ぬいぐるみを図書館におとまりさせてみませんか？
参加者にはおとまりの様子の写真をプレゼントします！

★きゅうりとってみっ会
24（土）13：00～15：00
集合場所：火の君マルシェ
定員：親子 5 組
参加費：200 円（当日集金）

おはなしかい
場所：おはなしコーナー

あかちゃん
毎月第 1・3 水曜日 11:00～

7 日・21 日
なかよしひろば
毎月第１木曜日 10:30～
※11/1（木）から申込受付開始

火の君マルシェに集合し、おはなし会を行います。
その後、農家さんの畑できゅうりのあれこれを教えていただき収穫体験を行
います。
※火の君マルシェから畑までは各自、車で移動していただきます。

1日
※ちびっこのためのおはなしかいは
ありません。

えほんパック 11 月のテーマ
たまご（0 歳）
：ことばあそび
ひよこ（1～3 歳）：どうぶつ
にわとり（幼児）
：すごーい！！
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
一般

猫のエルは
町田 康／文

学習室のご案内

天使が住みたい冷蔵庫・
悪魔が住んじゃう冷蔵庫
番場 智子／著

Ｆマ

596.9/バ

さ か え だ し ん い ち

栄田眞一先生こんにちは！

でもそれでいいのだ。いったん死ん

ピカピカの冷蔵庫には天使が住

先生達は城南町の民話を

でこの世に帰還したエルは、生きて

み、ぐちゃぐちゃな冷蔵庫には悪

かみしばいにして紹介している

るだけで儲けだからー。

魔が住む。

んですよね！

猫の眼で、世界はこんなふうに見え

冷蔵庫はあなたの心の中を表して

月曜～土曜
午前 9：30～12：00

います。キレイにするだけで、心も

ている。そんな情景を短編と絵で紡
いだ 5 つの猫の物語。まるで眼前に
いるかのような、存在感ある猫たち

体 も 健 康 に ! 冷 蔵庫 片付 け 術 か

じょーにゃん、よく知

ら、幸せが舞い込む冷蔵庫にする

っているねぇ！

午後

ラストや写真を交えて楽しく紹介

き起こしました。

13：00～19：00

日曜・祝日
午前 9：30～12：00

コツ、冷蔵庫一掃レシピまでを、イ

をヒグチユウコさんがイラストに描

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。

午後

どこに置いてあるんですか？

13：00～17：00

します。
かみしばいコーナーにあるよ！
う お や ちゅう す け

児童

ま ん き ち きつね

今読めるのは「魚屋 忠 助と万吉 狐 」
お お き ど

あくたれラルフのハロウィン
ジャック・ガントス／ さく

季節のごちそう

EG ルベ

ハチごはん

横塚 眞己人／ 写真・文 383 ヨ

ニコール・ルーベル／え

いし

「ぼんさらや」「大木戸のちまき石」
みどりかわ

「緑川のガッパ」
よく

ろ う ば

はなし

「慾ばり老婆の話 」
の５話ですよ。

こみやゆう／やく

ハチを食べると聞くとおど
ろくかもしれませんが、昔
から日本各地や世界中で虫
は食べられてきました。い
ったいどんなふうにハチを
食べているのでしょう？
「ハチ追い」「育てかた」
「食べ方」が大切な文化と
して紹介されています。

ハロウィン・パーティーに参
加するため、セイラとラルフ
はお互いの変装をして入れ替
わってみました。ところが、
ラルフはいたずらばかりで…
…。あくたればかりのラルフ
だけど、セイラにはやっぱり
いちばんのともだちです。

11 月の利用できない日時
・ 3 日（土）終日
・18 日（日）午前
・25 日（日）午前
・28 日（水）終日

イベントのため
イベントのため
イベントのため
休館日のため

※イベント終了後開放予定
火の君文化センターで「城南町民話の会」
のおはなし会もやってるにゃん！

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。

『美しい日本の伝統色』

森村宗冬

/著

ぜひ手に取ってご覧ください。
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