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情報の案内人

夏は一日を東京ブックフェアに使
った。電子図書ブースは特に華やか
で、様々なサービスがある。デイジー
図 書 の 講 座 に 参 加 し た ▼ デ イ ジ ー 図 書 は印 刷 物
を読むのが困難な視覚障害者などに「読む」楽し
みを提供するツール。ＣＤ Ｒ-だったが、電子図
書 と な り ｗ ｅ ｂ サ イ ト か ら ダ ウ ン ロ ー ドで き る
ようになるという。便利になって喜ばしい。当館
の デ イ ジ ー 図 書 の 再 生 機 も 必 要 な く な る▼ そ の
情報は必要な人に情報は届くのだろうか。例えば
大分大学医学図書館は、医療従事者向けに医学文
献を配達するサービス 有( 料 を) しているが 、「知
らなかった」という人が多い。大学はどんどんデ
ータベースを導入している。その傾向は大学以外
でも強くなっていくだろう▼「電子図書が出てき
たら、図書館は必要なくなるんじゃないの？」と
いう問いをする人がいる。東京大学には三〇の学
内図書館があり、それぞれの多くのデータベース
を契約している。情報収集をサポートするのは図
書館だ▼図書館は「図書館情報学」など情報の調
べ方も扱う。図書館学で有名なランガナタンの五
原則の一つに「いずれの読者にも全てその人の図
書を」というものがある。現代の図書館は本の姿
を取らなくなった情報の水先案内をする。五原則
を言いかえれば「いずれの利用者にもすべてその
人の情報を」となるだろう▼データベースは高価
で、学校図書館で導入することは難しい。宇佐市
で 育 っ た こ ど も た ち が 大 学 に 入 っ た 時 どう な る
だろう、と考えてみる。市民図書館としては、こ
どもたちの未来を応援したいと考えている。市民
のより良い未来のために。

宇佐市民図書館

本はすべてのひとのためにある

●夏休みの調べ学習に
２
●一日図書館員／閉架書庫増設
３
●講演「日本と大分の経済」
岩崎淳氏（日本銀行大分支店長） ４・５
●分館ミニだより・院内分館⑤
６
●ご意見箱から
７
●８月の月間カレンダー
８

シリーズ賀来飛霞の世界④ コノハズク

よむぞう

夏休みの宿題にも︑家庭菜園にも

また︑﹁イネ﹂
﹁小麦﹂
﹁ダイズ﹂

使ってみよう！ルーラル電子図書館

調べ学習編
﹁サツマイモ﹂
﹁竹﹂
﹁柿﹂
﹁ソバ﹂
ウェッビングマップがあり︑
﹁石

﹁カイコ﹂
﹁ワタ﹂﹁草木染め﹂の
ルーラル電子図書館トップペー
臼﹂﹁うどん﹂
﹁麺の種類﹂など︑

見ることが出来ます ︒)

す 通(常は有料ですが︑図書館の端
末でパスワードなどを入力すると

すると︑中身を見ることが出来ま

ます︒面白そうな項目をクリック

すると関連ページ一覧が表示され

マップの中キーワードをクリック

ジ下部にある﹁３つの専門館﹂で

・農業入門館
・食・くらし館
・しらべ学習館
﹁しらべ学習館﹂を選んで︑
﹁み
る・観察する﹂を選びます︒例え
ば﹁セミの声はどんな音？﹂など︑
調べ学習のヒントになるようなデ
ータや調べ方を見ることが出来ま
す︒
﹃日本産セミ図鑑﹄という本も
図書館にあります︒
また︑
﹁そだてる﹂を選んで︑
﹁お
もしろ植物﹂カテゴリの﹁ムギ﹂

出版社「農山漁村文化協会」
が発行している本や雑誌記事
を見ることが出来る会員制デ
ータベースです。
無料で見られるものもありま
すが、基本は有料です。図書
館では無料で見られます。

農業活用編
雑誌の﹁現代農業﹂はバックナ

こどもスペースだより

あつ〜い夏は︑図書館で本を読

や﹁農業技術大系﹂等の内容が入

文化協会の出版物の﹁現代農業﹂

このデータベースには農山漁村

本を集めました︒きっと今まで見

伝ってもらって︑いろんなおばけの

す︒一日図書館員のみんなにも手

絵本展示架は︻
おばけの本︼で

んでみませんか？

っていますので︑
﹁あの記事どれに

たことがない本もありますよ︒
今年は雨が続き︑その後の暑さ

工作に役立つ教室を開催していま

作︼です︒図書館でも自由研究や

特集展示架は︻
自由研究・工
で病気や虫が多く発生しています︒

す︒
作物名から探すことが出来ます︒
雑草や︑鳥獣害の記事︑通常は会
員対象の農作業ＤＶＤも一部公開
されています︒
直売所農法応援の﹁夏中ずうっ
と取るトウモロコシ﹂の栽培法や︑
月別の産地レシピもあります︒８

・こわいほんがもっとよみたい

です︒

・めちゃくちゃこわい本！

袋焼き﹂﹁トマトの炊き込みご飯﹂

た︒こわいだけでなく︑おもしろい

今月は﹁
おばけの本﹂
を集めまし

図書館から
などです︒
﹁こんなものがあるん

あなたの好みの本を探してみてくだ

本もあるかもしれません︒読んで︑

月は﹁シイタケ丼﹂
﹁みょうがの福

お手紙ありがとう

﹁この虫は何の虫？﹂育てている

事検索ができます︒

載っていたかな﹂というような記

ンバーも良く利用されています︒

156

だ﹂と面白くて使いやすいデータ
ベースです︒閲覧は職員まで︒

さい︒

本館 15,095 人（累計 3,238,592 人）安心院 1,053 人（累 3,368）院内 1,119 人（累 8,808）

６月の入館者数

について調べてみると︑栽培のポ
イントや︑﹁ムギでチューインガム
を作ろう﹂︑
﹁水あめをつくろう﹂
など面白そうな実験もあります︒
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一日図書館員

毎年夏休みに実施している小学

・

・ ８ ／ １ の 計五

日からはじまりまし

五年生向け﹁一日図書館員﹂が今
・

年も７月
た︵
31

せの実践などに取り組んでいます︒

イズやカウンター業務︑読み聞か

回十名の小学生たちが︑図書館ク

市内全域から応募してくれた毎

日開催︶︒

27 24

17

書館の役割のひとつです︒

とはできません︒保存も大切な図

郷土スペース通信一六〇
﹃ＮＨＫふるさとの伝承３﹄
︵ジブリ学術ライブラリー︶

Ｎ ＨＫ放 送開 始 周年 を記念
し て１９ ９５年 から９９ 年に か
け て放送 された ﹁ふるさ との 伝
承﹂をＤＶＤ化︒日本人の精神の
よ りどこ ろであ る伝統文 化や 生
集密書架を増設
尚絅大学生の研修
活様式を集大成︒
全 巻 のう ち︑ 宇佐市 民図書
館ではこのほど﹁九州・沖縄編﹂
７ 月 日 の 休館 日を 利用 して ︑
の全４巻を所蔵しました︒
７月８日︑尚絅大学︵熊本︶か
図書館の閉架書庫２階に四本の集
その﹁九州・沖縄編﹂第３巻に︑
ら畑田秀将先生以下 名の学生
密書架があらたに増設されました︒ 神と仏が出会う里︵国東半島︶
なぞのケベス祭り︵国東半島︶
さんたちが研修のため宇佐市民図
毎年資料が増加し続けるのにと
託宣をくだす神︵宇佐八幡︶
書館を訪れました︒
もない︑宇佐市民図書館では平成
が収録されています︒
図書館学を学ぶ学生さんたちで︑ 二十年から計画的に閉架書庫の書
第３巻は︑安心院︑院内の分館
館内見学のあと︑自動車図書館車
架の増設を進めています︒
に も置い ていま すのでど うぞ ご
や事務スペースなども案内しまし
資料の整理と保存なくして図書 利用ください︒
番組製作・ＮＨＫ︒ＤＶＤ企画
た︒案内中にも︑活発な質問が出︑
館はみなさんに資料を提供するこ
制作・スタジオジブリ︒
２０１１年発売︒１枚約 分︒
15

みなさん︑メモをとりながら熱心

に研修していました︒

累計 5,053,343 点）

30,664 点（本館 28,067+安心院 1,997+院内 600

６月の貸出点数

25
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宇佐市民図書館は大分県金融広報委員会（会長は広瀬県知事、副会長は日本銀行の岩崎支店長）の
金融学習グループ「知は力」として登録し、お金に関する講座を開催しています。
今回のテーマを受けて、岩崎支店長が講師として来館されました。

日本と大分の経済
２０１２年７月１９日（木）14:00〜 図書館２Ｆ研修室
日本銀行大分支店長 岩崎 淳 氏

学習グループ数でも全国一です︒

は全国一が沢山ありますが︑金融

十ぐらいしかありません︒大分に

十二存在しています︒全国でも五

大分県には金融学習グループが

います︒

イナスの影響を及ぼすといわれて

リカの経済に四十五兆円程度のマ

ま政治合意がなされないと︑アメ

了と強制的な歳出削減で︑このま

年初の﹁財政の崖﹂︒大幅減税の終

す︒そして今話題になっている来

になれば︑日本で言えば明治維新

する︒万が一政権交代なんてこと

済が悪化すると様々な不満が噴出

のためにある﹂と言われます︒経

ものです︒中国では﹁経済は政治

治指導者のプレッシャーは大変な

できた例はなく︑現在の中国の政

らの回復など一時的要因が含まれ

やエコカー補助金︑タイの洪水か

７％と強い数字です︒但し︑閏年

は前期比＋１．２％︑年率＋４．

ます︒本年一〜三月の実質ＧＤＰ

でその判断は微妙なものと分かり

が︑文章を読むといくつかの地域

ると︑全ての地域で︽改善︾です

公表しています︒前回四月と比べ

済報告﹁さくらレポート﹂を作成・

に一度支店長が集まって地方の経

いうテーマです︒日銀では三カ月

本日は﹁日本と大分の経済﹂と

け？﹂とドイツ人が考えるのも無

我々が助けないといけないわ

ラスと言われていますので︑
﹁なぜ

ェの保有比率は世界でもトップク

シャでは現役世代と同じ︒ポルシ

現役世代の半分以下ですが︑ギリ

げよう︑と︒しかし︑年金は通常

全体で︑ドイツが中心に助けてあ

悪いギリシャやイタリアをユーロ

したのが６月の合意です︒財政が

のスパイラルをどうにかしようと

実体経済の負の相乗作用です︒こ

ーロ危機の本質は︑財政・金融・

ユーロエリアも厳しいです︒ユ

ということが今後の課題です︒

この成長をどう取り込んでいくか︑

日本経済そして大分を考える時︑

ても前向きに動いていっています︒

れも勢いがあります︒問題はあっ

リピン︑ベトナム︑マレーシアど

洪水の心配はあってもタイ︑フィ

ンドネシアは絶好調だと聞きます︒

ベトナムは結構強い数字です︒イ

マレーシア︑フィリピン︑タイ︑

ＡＳＥＡＮ５︑インドネシア︑

てくれたら︑と思います︒

方も必死です︒８％成長を維持し

くらいのショックです︒政治家の

日本を取り巻く状況

ているので︑実勢としてはそこま

理はないかもしれません︒

の見通しを確認すると︑アメリカ

海外経済の状況についてＩＭＦ

九十とも言われています︒広いで

す︒中国は百万人以上の都市が百

今年︑中国は指導者が代わる年で

許の経済成長は鈍化しています︒

て︑％をだしているものです︒全

いです﹂から﹁悪いです﹂を引い

か？﹂とアンケートを取って﹁良

は﹁あなたの会社調子良いです

企業短期経済観測調査︵短観︶

大分の状況

は２％程度の伸びとなっています︒

すし︑こんな国を統治するのは大

産業でみると全国と変わりません

中国もＧＤＰ世界二位ですが足

で強くないでしょう︒また︑当初
の想定に比べ内需は強いが外需は

サブプライム問題の後遺症で非常

変です︒十三億人をキチンと統治

弱い感じです︒

に緩やかなテンポに止まっていま
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が︑製造業は全国より良く︑非製

つけています︒都会では買い物弱

医療モールを作って高齢者を惹き

再生で有名な香川県高松市では︑

発が検討されています︒商店街の

ス要因です︒大分の駅周辺も再開

のは︑大分の経済にとってはプラ

い状況です︒こうした人が増える

﹁高くても良い物﹂を買う方が多

ある高齢者の方は︑消費する際に

耶馬渓︑宇佐などの美しさ︒こち

になるほど増えます︒九重高原︑

人は温泉よりは少ないが︑高齢者

豊か﹂
﹁名所・旧跡に魅力﹂という

が多い︵約４割︶
︒一方で﹁自然が

態調査報告書﹂
︶によると﹁温泉﹂

先に選んだ理由﹂︵ ﹁大分県観光実

な所です︒﹁観光客が大分県を訪問

もともと大分は観光資源が豊富

断Ｄ．Ｉ．︵需要超引く供給超︶﹀
です︒供給超過だと感じている人
が多く県内の厳しい状況を物語っ
ているな︑と思いました︒この結
果売っているものの価格が下がる︒
﹁価格を下げないと売れない﹂の
です︒この状況が変わらないとみ

が重要です︒

造業は全国より悪くなっています︒

者の消費を喚起する﹁午後３時ま

らに来て知ったことの一つは﹁日

次に︿製商品・サービス需給判

でに買い物をすれば宅配をしてく

んなが﹁景気が良い﹂という状況

展は大変な人気です︒一覧にして︑

本の磨崖仏の８割は大分にある﹂
大分でシニア人口ボーナスを活

周辺観光地を付けて︑マップにし

れる﹂というサービスが一般的に

は生まれないかもしれません︒

かすことが出来れば︑全国のモデ

最後は高齢者の方を生産者とし

て﹁磨崖仏巡り﹂を作る︒都会の
ア︒中国︑インドネシアやタイも

て雇う︑ということです︒県内の

ルケースになります︒全国から人

将来高齢化の時代が来る︒先まで

生産年齢人口が減る中︑高齢者の

方々をどう活用していくかは重要

の生産金額全国４位です︵ ﹁薬事工

り組んでいます︒大分は医療機器

﹁シニア層の可能性を活かした大

サイトにある特別調査レポート

後半部分は日本銀行大分支店の

な課題です︒

業生産動態統計年報﹂︶︒そのため

分県経済の発展に向けて﹂
ます︒そうして県内の産業にも前

ご清聴ありがとうございました︒

にあります︒
oad/spe_repo1204noza.pdf

http://www3.boj.or.jp/oita/_userdata/downl

向きな影響を及ぼしてもらうこと

融機関がいろんな工夫をされてい

の知財戦略強化とか︑いろんな金

州メディカルバレー構想などに取

高齢化を見込んで︑県でも東九

一定のニーズが見込めます︒

人も知れば来るはずです︒

ということです︒東京などで仏像

しなきゃ﹂と思いますが︑六十歳
以上は﹁お金があったら使おうか
な﹂と思うわけです︒また︑世代
別効果があって︑団塊の世代の方
はお金を使いやすい世代です︒
シェア４割の方がちょっとでも
お金を使うと経済全体にも効いて
きます︒企業はこういうニーズを
引き出す努力をしているわけです︒

これからの大分は？
このように消費活動が活発なシ
ニアの方々の人口は︑大分ではこ
の先十年以上増えていきます︒
我々はこれを﹁シニア人口ボーナ
ス﹂と呼んでいますが︑それをど
) う活かすか︒お金と時間に余裕の

が来る︒さらに目を広げて東アジ

なっています︒

高齢化と個人消費
高齢化︑というとマイナス面を
考える方が多いと思いますがプラ
ス面を考えてみましょう︒
﹁個人消費における年齢別シェ
ア﹂を見ますと︑六十歳以上のシ
ェアが４割を超えています︒
﹁年々
高齢者が増えているから﹂という
だけではなく︑
﹁年齢別消費性向﹂
を見ると２０００年の六十五歳よ
り２０１１年の六十五歳はお金を
使いやすい︑ということを示して
います︒経済学の﹁ライフサイク
ル仮説﹂ 人(はお金を使おうと思う
時に一生涯の収入を考えて使う
によると︑働き盛りの方は﹁貯蓄

岩崎 淳氏（日本銀行大分支店長）
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院内分館から５

院内分館の玄関に緑のカーテンがあります。
先日、アサガオの葉に虫がいたのでさっそく図
書館で検索できる「ルーラル電子図書館」でし
らべてみました。ホオズキカメムシでした。
宇佐市民図書館では、皆様の生活に役立つデ
ータベース（インターネットを利用した情報提
供です。プリントアウトもできます。）をご用
意しています。もちろん分館でもご利用いただ
けますのでお気軽にお尋ね下さい。
︵宇佐市・七十代の女性︶

もって︑図書館の２階に上がってきてほしいと︒心から思いました︒

近にその恐ろしさを知るべきだと思います︒みなさん一人でも多く関心を

原爆の恐ろしさが遠い昔になりつつある今︑具体的な話や写真をみて身

感想から

２Ｆ 渡綱記念ギャラリー ９月２日︵日︶まで開催中！

﹁
ヒロシマ ナガサキ 原爆と人間﹂
パネル展

分館・自動車図書館ミニだより⑬

知ると楽しい図書館のミカタ

﹃世界大博物図鑑２﹄
魚
[類 ]

ヤングコーナーレビュー

﹃悪ノ娘赤のプラエルディウム﹄
﹃悪ノ

賽殺し編﹄

オーロラの護りを胸に﹄

﹃鬱金の暁闇１１﹄

﹃伯爵と妖精

究﹄
﹃ひぐらしのなく頃に礼

と隠された町﹄
﹃中学生のｅｃｏの自由研

生の理科自由研究﹄
﹃ユリシーズ・ムーア

７音の青春２０１２﹄﹃道しるべ﹄﹃中学

える百人一首﹄﹃輪るピングドラム﹄﹃１

クニック﹄
﹃恋するまえに﹄﹃ちはやと覚

﹃ペイントツールＳＡＩスーパー彩色テ

娘青のプレファッチオ﹄
﹃つなみ完全版﹄

な︑と思ったりします︒

の図譜を 収録して図鑑が刊行され たら

は現在７ 巻︒植物画を多く残した 飛霞

の講演が あります︒この図鑑シリ ーズ

今 月は著者 の荒俣 氏による 賀来飛 霞

です︒

と︑百歳 以上のコイが他にもいた よう

一〇歳以 上︶だといわれています ︒全

◆◆その他の新着本から◆◆

西洋占星術︑数秘術︑タロットカ
ード︑易占い︒この有名な４つの占
いを使い︑１月１日から１２月３１
日まで３６６日すべて誕生日を 占
っているのが本書だ︒あなたの性格
や弱点にその克服法︒恋愛・仕事・
経済・健康といったオーソドックス
な占いや︑ラッキーワード︒同じ誕
生日の有名人なども載っている︑誕
生日占いの集大成だ︒自分の誕生日
は何と書かれているのか︑ぜひ読ん
でみよう︒

◆◆新着本から◆◆
﹃四大占術でみる誕生日大辞典﹄
成美堂出版編集部 編

96

日本錦鯉 振興会のホームページに よる

かるとか︒最年長は名古屋の﹁花子﹂
︵二

イは鱗の 年輪を数えることで年齢 がわ

たものな ど幅広い記述があります ︒コ

銀色の絵 の具や真珠代用品の基に なっ

伝説︑ドイツで定着した鱗なしのコイ︑

イ﹂の項 を見てみると︑名前の由 来︑

安 心院で盛 んに養 殖されて いた﹁ コ

刻し再構成したもの︒

術的にも 貴重な図版一千点を選ん で復

古今東西 の図鑑や図譜から学術的 ・芸

一 九八六年 サント リー学芸 賞受賞 ︒

45

（７）
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6/23 続・横光利一を読む会
6/26 中世文書を読む会
絵便り教室（７/15

7/10 近世文書を読む会
7/14 図書館職員おはなし会
図図書館ボランティア

6 月 20 日〜7 月 19

6/21 図書整理ボランティア（7/5、7/12）
「おはなしあのね」おはなし会（7/19）
5/30 「もういいかい」おはなし会
6/27 「たまてばこ」おはなし会
7/5

●レファレンスについて

お姉さんが一緒に習字の本を捜し
てくれました︒ すごく嬉しかった
し︑助かりました︒
忙しいのにありがとうございまし
た︒あとから︑２冊ほどオススメの
習字の本を持ってきてくれました︒
気がきくし︑仕事熱心なお姉さん
でした︒ありがとうございました︒
︵宇佐市・二十代の女性︶

図図書館日誌 6 月 20 日〜７月１９日

7/1

2012 年 6 月 1 日発行

「むくむく」おはなし会
環境美化ボランティア（7/12、7/19）

８月のミニ展示
東側（一番奥の０の棚）から順番に照会しています

窓側

通路側

・血液型判断を信じますか
・道元

・プラス雑学
・仏像

・韓国と朝鮮

・太平洋戦争

・鉄道の旅

・温泉

・政党

・選挙

・マイホームについて知って
おきたい事
・日本のこわい話

・花を育てる
・大人のマナー
・動物園

・虫

・法医学

・ドイツ語

・ちくま文学の森に

・落合信彦
・ザ・落語

ようこそ
・明日へ

・アーサー王

・レイ・ブラッドベ

・ギリシアの話

リ

・松岡圭祐

・高樹のぶ子

・ちょっといい話

・ぶらり旅
・群ようこ

︵６月分・敬称略︶

寄贈していただいた方

坂本佳友︑川野一吉︑神奈川大学︑文部

科学省︑内閣府︑北斗七星︑大塚政雄︑学

研パブリッシング︑狭間秀夫︑財団法人リ

バーフロント整備センター︑臼杵市教育委

員会︑牛澤典子︑梅田卓︑池田史子︑毛利

卓哉︑大分県地球環境対策課︑河野豊博︑

森延一幸︑財団法人公会計研究会︑坂本佳

子︑公益社団法人全国少年警察ボランティ

ア協会︑独立行政法人工業所有権情報・研

修館︑全国消費生活相談員協会︑身深俊雄

﹁ちょっとのんびり﹂

８月のヤング特集

８月の安心院分館ミニ展示

﹁荒俣宏と賀来飛霞﹂

本館７月の特集展示︵過去分︶

︻一般︼﹁荒俣宏×賀来飛霞﹂
﹁アウトドア再入門﹂
﹁イギリスを知ろう！﹂
﹁お父さんと見たい最新図鑑﹂

︻こども︼
﹁夏のアウトドア特集﹂
﹁戦争の本﹂

●保健師さんの健康情報コーナー 特集：「90 日間健康チャレンジ」

2012年8月1日発行
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8月の宇佐市民図書館
1 水
2 木
3 金

一日図書館員 10:00〜16:00
アニメ「ぞくぞく村のオバケたち」２ 14：00〜14：40
ほんの夢号 ①福貴野分校 ②深見小
おはなし会「おはなしママン 」11:00〜11:30
ほんの森号 ①天津小 ②長峰小 ③小峰団地
鏝絵教室 13:30〜16:00
ほんの森号 ①北馬城小 ②宇佐小 ③渚団地

4 土

アニメ「母をたずねて三千里」３ 14:00〜15:40

5 日

絵便り教室 13:30〜16:00
上映会「ハリーポッターと不死鳥の騎士団」 14:00〜16:18

6 月
7 火
8 水
9 木
10 金
11 土
12 日
13 月
14 火
15 水
16 木
17 金
18 土
19 日
20 月
21 火
22 水
23 木
24 金
25 土
26 日
27 月
28 火
29 水
30 木
31 金

休

館

県立図書館

賀来飛霞・惟熊パネル展 ９月２日まで

講 座 案 内

ほんの森号 ①糸口小 ②豊川小 ③四日市コミュニティ―
おはなし会 図書館職員 10:00〜11:30
アニメ「まんが日本昔ばなし」９ 14:00〜14:50
県立図書館
上映会「あヽ陸軍隼戦闘隊」 （日本） 14:00〜15:40
館

ほんの夢号 ①佐田小 ②津房小
アニメ「ぞくぞく村のオバケたち」４ 14:00〜14:40
ほんの夢号 ①南院内小 上院内分校 ②院内中部小
ほんの夢号 ①安心院小 ②院内北部小

★近世文書
★中世文書
※いずれも

ほんの夢号 ①福貴野分校 ②深見小

休

館

（参加は自由です。無料。２階・研修室）

古文書を読む会

日

アニメ「ペリーヌ物語」８ 14:00〜16:09
絵便り教室 13:30〜16:00
上映会「カルメン」 14:00〜15:36
休
館
日
近世文書を読む会 14:00〜16:00
ほんの森号 ①天津小 ②長峰小 ③小峰団地
アニメ「ぞくぞく村のオバケたち」５ 14:00〜14:40
ほんの森号 ①北馬城小 ②宇佐小 ③渚団地
おはなし会「おはなしあのね」 11:00〜11:30
こどもマネー教室 14:00〜15:30
ほんの森号 ①西馬城小 ②高家小 ③貴船団地
ほんの森号 ①横山小 ②八幡小
アニメ「星の王子さま」２ 14:00〜15:41
続・横光利一を読む会 14:00〜16:00
上映会「秋日和」 （日本） 14:00〜16:08

エントランスホール展示
麦のスケッチ展 ８月１７日（金）まで

日

ほんの森号 ①西馬城小 ②高家小 ③貴船団地
アニメ「ぞくぞく村のオバケたち」３ 14:00〜14:40
ほんの森号 ①横山小 ②八幡小
ほんの森号 ①封戸小 ②和間小 ③長洲公民館

休

「ﾋﾛｼﾏ･ﾅｶﾞｻｷ 原爆と人間」
パネル展 ９月２日（日）まで

県立図書館

日

中世文書を読む会 14:00〜16:00
ほんの森号 ①封戸小 ②和間小 ③長洲公民館
おはなし会「たまてばこ」 11:00〜11:30
アニメ「ぞくぞく村のオバケたち」 14:00〜14:40
県立図書館
ほんの森号 ①糸口小 ②豊川小 ③四日市コミュニティ―
休館日（月末図書整理日）

８月２１日（火）
８月２８日（火）

14：00〜15：30

続・横光利一を読む会
「旅愁」 を読む 154
８月２５日（土） 14：00〜16：00

■上■映■会■
上映は１４：００からです。
1階・視聴覚ホールでビデオやＤＶＤなど
を使って上映しています （無料）
◆子ども向け （アニメ・ビデオ）
1日（水）「ぞくぞく村のオバケたち」２ 40分
4日（土）「母をたずねて三千里」３ 100分
8日（水）「ぞくぞく村のオバケたち」３ 40分
11日（土）「まんが日本昔ばなし」９ 50分
15日（水）「ぞくぞく村のオバケたち」４ 40分
18日（土）「ペリーヌ物語」８ 129分
22日（水）「ぞくぞく村のオバケたち」５ 40分
25日（土）「星の王子さま」３ 120分
29日（水）「ぞくぞく村のオバケたち」６ 40分

ほんの夢号 ①佐田小 ②津房小

ほんの森号の時間帯
①10：20〜11：00 ②13：00〜13：40 ③15：20〜16：00
ほんの夢号の時間帯
①10：20〜10：50 11：20〜11：40（上院内分校） ②13：00〜13：40

◆一般向け （映画）
5日（日）「ハリーポッターと不死鳥の騎士
団」
（アメリカ） 138分 2007年
出演：ダニエル・ラドクリフ

（日本語吹替）

12日（日）「あヽ陸軍隼戦闘隊」

おはなし会
2日（木） おはなしママン
11日（土） 図書館職員
23日（木） おはなしあのね 29日（水） たまてばこ
11:00〜11:30 おはなしのへや

（日本） 100分 1969年
出演：佐藤允、露口茂、宇津井健
19日（日）「カルメン」（日本語字幕）
（アメリカ） 96分 1948年
出演：リタ・ヘイワース、グレン・フォード

26日（日）「秋日和」
（日本） 128分 1960年
出演：原節子、司葉子、佐田啓二

