
南河内図書館
■読書会　南河内公民館
5月11日（第２土曜日）午前10時～正午
　 飯田　ふみ　著「私の百花譜」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
5月11日（第２土曜日）
①午後２時～（幼児向け）
　絵本 「ブーブーブーどこいった」
  「まほうのコップ」
　紙芝居「おかあさんどこかな」
②午後３時～（低学年向け）
　絵本 「わんぱくだんのどろんこおうこく」
  「モグラくんがみたおひさま」
　紙芝居「ひよこちゃん」
5月25日（第４土曜日）
①午後２時～（幼児向け）
　絵本 「もりのおるすばん」
  「ゆっくりおやすみにじいろのさかな」
　紙芝居「はいしゃさんなんかへっちゃらだい」
②午後３時～（低学年向け）
　絵本 「にんぎょひめ」
  「ガンピーさんのドライブ」
　紙芝居「はのいたいおまわりさん」
■音訳ボランティア養成講座のお知らせ
　 6月12日(水)から毎週水曜日（全５回）、音訳
ボランティア養成講座を開催します。募集開
始は6月1日㈯からです。

　 詳しくは広報6月号、図書館のホームページ
をご覧ください。

石橋図書館
■読書会　２階研修室
5月8日（第２水曜日）　午前10時～正午
　 村上　春樹　著「1Q84 book1」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
5月4日（第１土曜日）　午後２時～
　絵本 「おかあさんだいすき」
  「ティッチ」
5月18日（第３土曜日）　午後２時～
　絵本 「ぐりとぐら」
  「はじめてのおつかい」
■親子ふれあい映画会　２階視聴覚室
5月11日（第２土曜日）　午後２時～
5月25日（第４土曜日）　午後２時～

■古典文学講座受講生の募集
　平成25年度の課題文学は「万葉集」です
開講日（全6回）
　① 5月26日(日)　　② 6月23日(日)
　③ 7月28日(日)　　④ 8月25日(日)
　⑤ 9月22日(日)　　⑥10月27日(日)
時間：午後2時～ 3時30分
場所：石橋図書館２階研修室
テキスト：ワイド版岩波文庫「古事記」
　 初回講座の際に実費（1,300円）でお分けします
募集定員：30名（先着順）
定員になり次第締め切ります
申し込み受付：5月10日(金)から受付開始
申し込み・問い合わせ先
石橋図書館　☎(52)1136

国分寺図書館
■おはなし会　１階おはなしコーナー
5月11日（第２土曜日）　午後２時～
　絵本 「ぞうがいるってすてき」
　紙芝居「にんじん にんじゃ にんにんまる」
■読書会　２階視聴覚室
5月18日（第３土曜日）　午前10時～正午
　 西木　正明　著「凍れる瞳」を読んでご参加
ください

ＱＲコード

利用案内
■5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
　https://www.e-tosho.
 com/shimotsuke/mb/

図書館 購入図書のご案内
（一部）

＜一般書＞
台所のニホヘト（南） ･････････････････伊藤まさこ
小鳥来る日（南） ･････････････････････平松洋子
化学版これを英語で言えますか？（南） ････齊藤勝裕
銀行支店長、走る（石） ･･･････････････江上　剛
心（石）･････････････････････････････姜　尚中
シュンスケ！（石） ･･････････････････････門井慶喜
アニバーサリー（国） ･･････････････････窪　美澄
手のひらの砂漠（国）･･････････････････唯川　恵
愛の夢とか（国） ･･･････････････････川上未映子
＜児童書＞
悲しみを生きる力に（南） ･･･････････････入江　杏
イソップのおはなし（南） ･･････バーバラ・マクリントック
ごぞんじ！かいけつしろずきん（南） ････ もとしたいづみ
1001のどうぶつをさがせ！（石） ･･･････テリ・ガウアー
トランプおじさんと家出してきたコブタ（石）
･･････････････････････････････ たかどのほうこ
ネコをひろったリーナとひろわなかったわたし（石）
･･･････････････････････････････････ときありえ
えんそくおにぎり（国） ･･････････････････宮野聡子
家出しちゃった（国）･･･････････････････藤田千津
ほんをよむのにいいばしょは？（国）
･･････････････････････････シュテファン・ゲンメル
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