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下野市立図書館 石橋図書館
電話：0285-52-1136

国分寺図書館
電話：0285-44-3399

南河内図書館
電話：0285-48-2395

今年度も、図書館の仕事を体験する「子
ども司書体験講座」を開催しています。
第１回目は「子ども司書、図書館内部に

潜入！！」と題して６月２日（土）に石橋
図書館で図書館のことを勉強しました。
第２回目は「チャレンジ・本のお医者さ

ん、オススメ本通信記者」として６月23

日（土）に国分寺図書館で、本の修理と各
自オススメ本のポップ作りをしました。
第３回目は、各図書館で一日図書館員に

なり、カウンター業務や書架整理などを行
う予定です。
石橋図書館は７月30日（月）、国分寺図
書館は８月１日（水）、南河内図書館は８
月３日（金）に行います。

国分寺図書館

１０代にオススメの本

「ペンギン・ハイウェイ」
森見登美彦／著 角川書店

小学4年のアオヤマくんの住む街に突然、ペンギンたちが

現れた。この事件に歯科医院のお姉さんが関わっている
ことを知ったぼくは、その謎を研究することにした。未知と
出会うことの驚きに満ちた長編小説。（市内３館所蔵あり）

石橋図書館



石橋図書館

８/1(水)～15(火)
原爆パネル展

+ + + + + +
+

８/４(土) 10:30～
おはなし会

14:00～
図書館シアター

+ + + + + +
+

８/５(日) 14:30～
工作会

「糸でつくる！
オリジナルノート！」

+ + + + + +
+

８/12(土) 16:00～
こわいおはなしかい

+ + + + + +
+

８/18(土) 10:30～
おはなし会

+ + + + + +
+

８/20(月) 10:30～
ちいさなおはなし会

+ + + + + +
+

８/25(土) 14:00～
古典文学講座④

※申込み受付終了

+ + + + + +
+

８/27(月) 10:00～
新聞コラム書き写しの会

図書館シアター

田中正造ドキュメンタリー映画

「赤貧洗うがごとき-田中正造と野に叫ぶ人々-」(97分)

日本初の公害問題と言われる「足尾鉱毒問題」に
生涯をかけて闘った政治家 田中正造。

豊富な資料や証言をもとに、明治政府の姿勢に異議を唱える
田中正造の勇気ある行動を描いた作品です。

会場：2階視聴覚室 定員：30名
開場 13:45 / 開映 14:00 / 終映 15:40

図書館オススメのこわ～い本の特別なおはなし会。

今年は雰囲気たっぷりの蚊帳(かや)のなかで…

お子さんだけでなく、涼しくなりたい大人のみなさんも

「おはなしコーナー」にいらっしゃい …･･･

8/4
(土)

8/12
(土)
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☆邦楽
「FACE YOURSELF」BTS(防弾少年団)
「ENSEMBLE」Mrs. GREEN APPLE
「GR8EST」関ジャニ∞
「CHASING THE HORIZON」MAN WITH A MISSION

☆キッズ
「MIRACLE☆BEST」miracle2 from ミラクルちゅーん

ず！
「それいけ！アンパンマン‘18ベストヒット」

☆その他
「日本の盆踊り」

*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;;;;;:*★*:;

;;;;:*



日時：8月2日(木)・16日（木） 午前１０時～
内容：古文書を学ぶ会

日時：8月3日(金) 午前１０時～
内容：新聞コラム書き写しの会

日時：8月10日(金） 午前９時３０分～
内容：絵本研究サークルしもつけブックベリー

日時：8月18日(土) 午前１０時～
内容：読書会

テキスト『死者の奢り・飼育』 大江健三郎∥著

日時：8月18日(土) 午後２時～
内容：ティーンズ読書クラブ
対象：小中学生

201７年
6月号

時間：午後２時～
場所：児童室
内容：絵本『あめかいゆうれい』

『おおきな おおきな
おさかなパン』ほか

お話ポケットの会の
おはなし会

８月の各講座・読書会

時間：午後４時～５時
場所：児童室・視聴覚室
対象：小学生以下
定員：１５組
※要申込み

8月11日（土）

国分寺図書館 ２０１８年
８月号

８月26日（日）

真夏の夜の図書館探検

８月４日（土）
午後１時３０分～体験講座
午後２時３０分～ミニコンサート
場所：視聴覚室
講師：箏・樹陽会
定員：各２０名 ※要申込み

🐰 座布団をお持ちください 🌙

お琴体験講座
ミニコンサート

今年のﾃｰﾏは「かぐや姫」
かぐや姫になりきって

伝統ある楽器を奏でてみましょう

＜特設のテーマ＞
「妖怪・幽霊」
１階玄関ロビーの“季節の本棚”に、「妖怪・幽霊」の本
を揃えました。夏の夜は、幽霊や妖怪が出やすいそう
です。この夏、こわ～い本を読んで涼しくなってみては？

＜児童書のテーマ＞
「課題図書・すいせん図書」
各読書感想文に指定された本を取り揃えてます。
お気に入りの一冊をみつけて、思ったこと・感じた
ことを自由に書いてみましょう。

～オススメの１冊～
『妖怪調査ファイル』
（著者//宮本 幸枝 実業之日本社 2014年）

～オススメの１冊～
『なずず このっぺ？』
（著者∥カーソン・エリス フレーベル館 2017年）

国分寺図書館では、図書館サポーター（ボランティア）を常
時募集しております！
本が好きな方、図書館のお手伝いをしてみたい方、ご興味
のある方はカウンターにお問い合わせください。

図書館
募集中！サポーター



南河内図書館 号

「おばけ図書館に
おいでまし～」

おばけから案内が届きました。

「１日かぎりのおばけ図書館が
開館いたします…
こわ～いおはなし会やおばけ図書
館で本探し…
おばけたちもおまちしております。ぜ
ひおいでまし～👻」
日にち：８月２２日
時間：１７時～
定員：２０名（要申込み）
場所：図書館２階にて
持っていたら：懐中電灯🔦

読み語り体験講座
「体験！ブックトーク」

日付：9月6日（木）・12日
（水）・26日（水）
時間：10時～
定員：15名（要申込み）

場所：２階視聴覚室
内容：本と人をつなぐ架け橋、
ブックトーク。
ブックトークとは何かの説明から、
実際にブックトークを体験できる
講座です。

「紙しばいと読み語り＆
パネルシアター」

日時：8月25日（土）14時～
「こんやはてまきずし」他

☆DVD新着情報☆
「メアリと魔女の花」

調べる学習支援講座

「宇宙の知識ゲットだぜ！！」

日時：８月７日（火）14時～
場所：２階 視聴覚室
対象：小学生
＊低学年は保護者同伴でお願いします。
定員：２０名（要申込み）
協力：帝京大学/藤平先生 河村先生

内容：
「ダジック・アース～四次元デジタ
ル地球儀を楽しもう～」
「自分だけの宇宙ミッションを考え
よう！！」
＊ダジックアースとは…
地球や惑星を立体的に表すこと☆

まるいスクリーンに地球や惑星を映
し出すよ！立体的に地球をみてみよ
う！

９月のフライング情報

夏休み期間中（～9/2）、視聴
コーナーでDVDの閲覧ができ
ます。レコーダーの都合により、
１台のみ閲覧可能となります。
ご利用希望の方はカウンターに
お越しください。

NEW！

お知らせ


