
石橋図書館
■読書会　２階研修室
4月10日（第２水曜日）　午前10時～正午
　 春山　茂雄　著「脳内革命」を読んでご参加
ください
■おはなし会　１階おはなしコーナー
4月6日（第１土曜日）　午後２時～
　絵本 「のろまなローラ」
  「赤ずきん」
4月20日（第３土曜日）　午後２時～
　絵本 「おだんごぱん」
  「ラチとらいおん　たんぽぽ　ぽぽん」
■親子ふれあい映画会　２階視聴覚室
4月13日（第２土曜日）　午後２時～
4月27日（第４土曜日）　午後２時～

国分寺図書館
■おはなし会　１階おはなしコーナー
4月13日（第２土曜日）　午後２時～
　絵本 「ショコラちゃんのおでかけドライブ」
  「いろいろたまご」
紙芝居 「おたまじゃくしの101ちゃん」
■読書会　２階視聴覚室
4月20日（第３土曜日）　午前10時～正午
　 吉村　昭　著「仮釈放」を読んでご参加くだ
さい。

南河内図書館
■読書会　南河内公民館
4月13日（第２土曜日）　午前10時～正午
　 阿川　佐和子　著「聞く力」を読んでご参加
ください。
■紙しばいと読み語り＆パネルシアター
4月13日（第２土曜日）
①午後２時～（幼児向け）
　絵本 「おべんとう」
  「ぼくとりなんだ」
　紙しばい「はるのにおいがするよ」
②午後３時～（低学年向け）
　絵本 「たんじょうびおめでとう！」
  「ぶつくさモンクターレさん」
紙しばい「はなさかじじい」
4月27日（第４土曜日）
①午後２時～（幼児向け）
　絵本 「みどりのこいのぼり」
  「ふうとはなときじ」
紙しばい「こいのぼりさんありがとう」
②午後３時～（低学年向け）
　絵本 「かっぱのこいのぼり」
  「おむすびころりん」
紙しばい「 なぜ、おふろにしょうぶをいれるの？」

■石橋・国分寺図書館からのお知らせ
○ 指定管理者導入に伴うオープニングイベント
を行います
４月２日㈫午前９時～
　 道の駅イメージキャラクター「カンピくん」
が図書館にやってきます。
○４月27日㈯子ども祭りを行います
・マリオネットショー（きゃべつ村）
　石橋図書館　午前10時30分～
　国分寺図書館　午後２時30分～
○メールアドレスが変わります
　・石橋図書館
　　  ishibashi@olive.ocn.ne.jp
　・国分寺図書館
　　  kokubunji@io.ocn.ne.jp
■絵本研究サークル「しもつけブックベリー」
　しもつけブックベリーは、国分寺図書館を拠
点に「絵本大好き！」な仲間が集まって、読み
聞かせの勉強などを楽しく学んでいます。あな
たも参加してみませんか？
　日時： 毎月第2金曜日、

午前10時15分～正午
　場所：国分寺図書館　2階視聴覚室
　講師：大井むつみ先生
　受講料： 1か月1,000円

（前期・後期に分けて前納）
　問い合わせ先：国分寺図書館

ＱＲコード

利用案内
■4月の図書館カレンダー
 ■石橋図書館 ☎52-1136
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 ■国分寺図書館 ☎44-3399
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 ■南河内図書館 ☎48-2395
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

■開館時間
　午前９時～午後７時

■蔵書検索・予約システム
　http://www.library.
 shimotsuke.tochigi.jp/
　携帯電話からのご利用
　http://www.library.
 shimotsuke.tochigi.jp/i/

図書館 購入図書のご案内
（一部）

＜一般書＞
ガソリン生活（石） ･･････････････････伊坂幸太郎
憤死（石）････････････････････････････綿矢りさ
変（石）･･･････････････････････････････莫　言
春風伝（国）･････････････････････････葉室　麟
隠された刻（国） ･･･････････････････坂東眞砂子
夢を売る男（国） ･････････････････････百田尚樹
蜂蜜秘密（国）･･･････････････････････小路幸也
日本一親切な老前整理（南） ･･･････････坂岡洋子
101％のプライド（南） ･･････････････････村田諒太
コモリと子守り（南） ･･･････････････････歌野晶午
＜児童書＞
かくれんぼどうぶつえん（石） ････････････今森光彦
チェロの木（石） ････････････････････ いせひでこ
しょんぼりしないで、ねずみくん！（国）
･････････････････････････････ ジェッド・ヘンリー
ともだちをさがそう、ムーミントロール（国）
･･･････････････････････････････トーベヤンソン
ドキドキ新学期（国） ･････････････はやみねかおる
はだしのゲンわたしの遺書（南） ･････････中沢啓治
ちいさなおはなしやさんのおはなし（南） ･･･竹下文子
魔導師アブラハム（南） ･･････････ マイケル・スコット
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