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中央図書館：086-955-0076
赤坂図書館：086-957-2212
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吉井図書館：086-954-9200
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●全館：午前１０時から午後６時まで
※中央図書館の毎週木曜日午後８時までの
開館時間の延長は、当面の間中止いたします。

.

絵を描くのってむずかしい、配色がわからない･･･。

『ジュディ

そんなお悩みを解決！絵画の基礎を教わって、夏の思い出やポスターを楽しく描いてみよう！

虹の彼方に』

日時：６月１８日（土）
上映 午後２時から
開場 午後１時４５分
場所：中央図書館 多目的ホール

定員：３０名（先着順）

７/２６日（火）
午後１：３０～３：３０

10：00～

中央図書館で受付開始

６月１日（水）午前１０時から
中央図書館で申込を受け付
けます。（電話可）

「オズの魔法使」のドロシー役でスターダムにのし上がり、47歳で散った伝説のミュー
ジカル女優ジュディ・ガーランド。ラスト７分に魂が震え上がる、珠玉のエンターテイン
メント！（１１８分）

子育て支援講座

６月２９日(水)

どちらの講座も
参加費無料！
要申込

※電話不可

・場

所：中央図書館 多目的ホール

・対

象：小学生

・講

師：越宗 晶代 さん

・定

員：３０人（ 同伴の保護者含む ）

（ ※小学３年生以下のお子さんは保護者も一緒にご参加ください。）

・持ち物：絵具セット・クレヨン・色鉛筆等使いたいもの 下書きをした画用紙
筆をふくタオル パレットを入れるビニール袋

「図書館こども体操教室」

子どもの健康な心身の発育発達のためには体を動かすことの
楽しさや喜びを与える ことが大切です。
楽しく体を動かして楽しみましょう。

日時：７月３日（日）
午前１０時３０分から
１１時３０分
場所：中央図書館
多目的ホール

★講師 ： 趙 秋華先生（環太平洋大学）
★対象 ： ３歳～５歳児とその保護者 定員３０名
★参加費 ：無料
★申し込み： ６月１日（水） 午前１０時より中央図書館で受け付け（先着順） ※電話可

ドライアイスを水の中に入れると？ドライアイスホッ
ケー遊びや、フィルムケースのふた飛ばし体験等、楽し
い実験がいっぱい！

８/３日（水）
午後１：３０～３：００

場 所 ： 中央図書館 多目的ホール
対 象 ： 小学生 （※３年生以下は保護者と一緒にご参加下さい）
10：00～

講 師 ： 内田 正夫 さん （サイピアサイエンスインストラクター）

６月３０日(木)

定 員 ： ２５人（同伴の保護者含む先着順・要申込）

中央図書館で受付開始

持 ち 物：筆記用具・手拭きタオル

※電話受付は１４時～

● 赤坂図書館 ●

● 中央図書館 ●
【一般書】

【ヤングアダルト】(中・高生向き図書）
『プロが教える親子キャンプ読本』

ファミリーキャンプをこれから始めたい人に向
けて、自然の中で楽しいひと時を作るアイデアと
ノウハウを紹介。子どもにキャンプを教えるため
の心得、もしものケガや病気の対処法なども掲載。

【児童書】

梶村 啓二／著
（平凡社）

小島 なお ・ 千葉 聡／著
（岩波書店）

なかなか口に出せない日々の悩みや思いを短歌
で表現してみませんか？表現することで心が楽
になることもあるかもしれません。個性豊かな
２人の歌人が、様々な作品を通して短歌の魅力
をお伝えします。

【視聴覚資料】

はしもと えつよ／作・絵
（ニコモ）

本とお菓子とお茶さえあればいい。夏目漱
石「文鳥」といちごジャムから、モンテー
ニュ「エセー」とミルフィーユまで、古今東
西12の古典の“底力”を解き明かし、それぞ
れに最適なお菓子とともに紹介する。

【一般書】

片淵 須直／監督・脚本
（バンダイナムコアーツ）

昭和１９年、日本が戦争のただ中にあった頃。広
島県呉へ嫁いだすずは、家族に囲まれ、新たな生活
を始めたが・・。すずと遊郭で出会った女性リンと
のエピソードを中心に描く、もうひとつの物語。

た。晩ごはんのふわふわの煮つけを食べるいち

ただが、ずっと父ちゃんに言えないことがある。
だけど勇気を出して「たまにはハンバーグが食
べたいなー」と言うと…。

『岡山シーガルズ』は、赤磐市山陽ふれあい公園体育館を中心に活動し、活躍中です。
そんな岡山シーガルズの皆さんの“おすすめの一冊”をご紹介します☆

【児童書】
『子どもの姿勢ピン！ポーズ』

子どもの丸まった背中をのばすと、集中
力が上がって、体幹筋が強くなり、ケガし
にくくなる。親子で一緒にとり組むことで、
楽しみながら姿勢改善をはかることができ
る「姿勢ピン！ポーズ」を紹介する。

『クスクスムシシを
追いはらえ！』

おすすめの本

『 余命３０００文字 』

村崎 羯諦／著

おすすめの一言
今まで読んできた短編小説の中で想像を超えた角度から攻めてきた初めて
の本です。３分程で心を掴まれます。村崎ワールドに是非入ってみて下さい！
私は「おはよう、ジョン・レノン」がおすすめです。
【 金田 修佳

背番号１８＊大阪府出身＊（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）アウトサイドヒッター 】

おかしな噂のせいで親友の虹ちゃんとケ
ンカをしてしまった沙帆。ジジという怪し
げなおじいさんによると、クスクスムシシ
が学校で大量発生して噂をまきちらしてい
るせいだといい…。

【児童書】

☆ 今回ご紹介するのは、背番号１８番の金田 修佳 選手!! ☆
岡山県産の「新鮮な旬のフルーツ」がお気に入りという、
金田 修佳 選手の「おすすめの一冊」です☆

赤羽 じゅんこ／作
筒井 海砂／絵
（国土社）

● 吉井図書館 ●
【一般書】

岡山シーガルズ
公式ホームページ

年長さん＆小学生でもおいしくできる手
作りパンの本。パン生地をボウル１つでこ
ねて、冷蔵庫で発酵させて、オーブントー
スターかフライパンで焼くだけなので、失
敗しないで作れる。自由研究に最適なパン
のお勉強講座も収録。

西村 猛／著
（主婦の友社）

料理人の父ちゃんが作る魚料理が大好きないち

２０２２年度
日本代表チーム
火の鳥ＮＩＰＰＯＮ
登録メンバー
初選出！！

吉永 麻衣子／著
（主婦の友社）

● 熊山図書館 ●
『この世界のさらにいくつもの
片隅に』

『とうちゃんはりょうりにん』

『はじめての
子どもパン教室』

『古典とケーキ』

『短歌部、ただいま部員募集中！ 』

長谷部 雅一／著
（メイツユニバーサルコンテンツ）

【児童書】

【一般書】

『ごはんにかけておいしい
ひとさライス』

小堀 紀代美／著
（西東社）
豚ねぎ炒め、鶏肉となすのトマトカレー、
即席ピビンバ…。フライパン１つ＆短時間
でつくれて栄養バランスがよく、ごはんに
かけて気軽に食べられる「ひとさライス」
を紹介します。

『目で見ることばで話をさせて』
アン・クレア・レゾット／作
横山 和江／訳
（岩波書店）
１１歳の少女メアリーは、島のだれとで
も手話で話し、いきいきと暮らしている。
ある日傲慢な科学者に誘拐され、ことばと
自由を奪われて…。かつてだれもが手話で
話したという実在の島を舞台にした歴史
フィクション。

