
 

大空町図書館だより 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       詳しくは図書館へお問い合わせください。 

 

 

 

〈対  象〉小学生・中学生・高校生      〈対  象〉小学生・中学生 

〈 テーマ 〉図書館のマナーについて       ○俳句の部 「夏」を題材に季語を用いて、 

〈応募規定〉                        五七五で自然等を表現する。 

 ・画用紙は八つ切りで画材問わず。        ○川柳の部 「学校生活」などを題材にし、 

（271mm×391mm）              五七五で表現する。 

 ・応募できる作品は一人 1 点とする。      ○詩の部  課題自由 

〈  賞  〉大 賞 １点以内                400 字詰原稿用紙３枚以内 

       館長賞 １点以内            ○小説・童話の部 課題自由 

入 選 ５点以内                400 字詰原稿用紙３０枚以内 

〈入選作品の発表〉 どちらも１０月 1 日（木） 〈  賞  〉大 賞 各部門１点以内 

詳しくは図書館へお問い合わせください。          入 選 各部門３点以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� �� �� �                             � �� �� � 

 

平成２７年８月１日  第１１１号 

 

 ◇ 女 満 別 図 書 館  ◇                ◇ 東 藻 琴 図 書 館 ◇ 

大空町女満別本通１丁目１番３号             大空町東藻琴３６０番地の１ 

電 話 ７４－４６５０                電 話 ６６－２０１０ 

ＦＡＸ ７４－４８２０                ＦＡＸ ６６－２３３３ 

 

編集・発行 大空町図書館（指定管理者：一般財団法人大空町青少年育成協会） 

図書館ホームページアドレス http://www.library.town.ozora.hokkaido.jp/library/opac/ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊女満別図書館女満別図書館女満別図書館女満別図書館＊＊＊＊＊＊＊＊ 

～～～～読読読読みみみみ語語語語りのじかんりのじかんりのじかんりのじかん～～～～ 

８月８・２２日 
第第第第２２２２・・・・４４４４土曜日土曜日土曜日土曜日 午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～ 

図書館図書館図書館図書館のののの職員職員職員職員がががが絵本等絵本等絵本等絵本等をををを 読読読読みますみますみますみます。。。。 

８８８８日日日日のののの工作工作工作工作はははは「「「「おばけヨーヨーおばけヨーヨーおばけヨーヨーおばけヨーヨー」」」」ですですですです。。。。 

英語英語英語英語のののの絵本絵本絵本絵本のののの読読読読みみみみ語語語語りもおりもおりもおりもお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに♪♪♪♪ 

★０～３歳対象「よみがたりプチ」★ 

    ８８８８月月月月５５５５・・・・１９１９１９１９日日日日（（（（水水水水））））１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～ 

＊＊＊＊＊＊＊＊東藻琴図書館東藻琴図書館東藻琴図書館東藻琴図書館＊＊＊＊＊＊＊＊ 

～～～～おはなしたいむおはなしたいむおはなしたいむおはなしたいむ～～～～ 

８月２２日 
第第第第４４４４土曜日土曜日土曜日土曜日 午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～ 

天気天気天気天気がががが良良良良ければければければければ図書館前図書館前図書館前図書館前のミズナラのミズナラのミズナラのミズナラ 

のののの木木木木のののの下下下下でででで読読読読みみみみ語語語語りをしますりをしますりをしますりをします。。。。 

    おおおお楽楽楽楽しみしみしみしみにににに♪♪♪♪♪♪♪♪ 

 

第４回大空町図書館マナーポスター 

コンクール 

第９回大空町児童生徒 

文学作品コンクール 



 

    

    

＊＊＊＊ 女 満 別 図 書 館女 満 別 図 書 館女 満 別 図 書 館女 満 別 図 書 館 ＊＊＊＊                            ＊＊＊＊ 東 藻 琴 図 書 館東 藻 琴 図 書 館東 藻 琴 図 書 館東 藻 琴 図 書 館 ＊＊＊＊    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○夏休夏休夏休夏休みみみみ特集特集特集特集    ～～～～これでバッチリこれでバッチリこれでバッチリこれでバッチリ！！！！    

工作工作工作工作・・・・自由研究自由研究自由研究自由研究・・・・文章文章文章文章のののの書書書書きききき方方方方～～～～    

（図書館１階・家族向け）    

夏休みもあと半分と少しですね。課題に悩んで

いる人にぜひ活用してほしいコーナーです。 

 

○○○○なつのえほんなつのえほんなつのえほんなつのえほん（図書館１階・こども向け）    
夏と言えば、花火、お祭り、キャンプ、きもだ

めし、虫取り、水遊び…と楽しいことがもりだく

さん！ 絵本でも夏を思う存分楽しめますよ。 

 

○○○○そうだったのかそうだったのかそうだったのかそうだったのか！！！！認知症認知症認知症認知症    
（図書館２階・一般向け）    

入門的な本からより詳しくわかるものまで、認

知症に関する本を集めました。 

○○○○夏休夏休夏休夏休みみみみ特設特設特設特設コーナーコーナーコーナーコーナー    
    「夏休み自由研究コーナー」 

 「課題図書・指定図書コーナー」 

 

○○○○「「「「旅行旅行旅行旅行ガイド・キャンプのガイド・キャンプのガイド・キャンプのガイド・キャンプの本本本本コーナーコーナーコーナーコーナー    

    前回に引き続き、夏休みなどの計画を立て 
るときに役立つ本を紹介します。 
 

○○○○とりごえとりごえとりごえとりごえ    まりのまりのまりのまりの絵本絵本絵本絵本コーナーコーナーコーナーコーナー    

とりごえまりさんは、やわらかくかわいい 

絵で人気があります。 

 

○○○○平野平野平野平野
ひ ら の

    啓一郎啓一郎啓一郎啓一郎
けいいちろう

のののの本本本本コーナーコーナーコーナーコーナー    
平野啓一郎さんは、デビュー作「日蝕」で 

芥川賞を受賞、様々な作品で活躍していま

す。 

 

 

女満別館では｢英語の絵本の読み語り｣をしています 

～大空町英語多読を楽しむ会の協力で～ 

大空町図書館長 寺澤 博 

 

女満別図書館では従来から毎月の第２、第４土曜日に「読み語りのじかん」を設け、職員が参 

 加者に絵本を読んできています。昨年の１２月から、第２土曜日にはこれに加えて「英語の絵本 

の読み語り」も行っています。英語の絵本の読み語りが行われている図書館は、道内でも珍しい 

のではないかと思います。英語の絵本を読んでくれるのは「大空町英語多読を楽しむ会」のメン 

バーの方です。多読を楽しむ会主催の研修会が、昨年の１０月５日に女満別研修センターで開催 

されましたが、そこに出席した図書館職員と会の方々との交流の中から「読み語りのじかん」に 

英語の絵本の読み語りを、という話がまとまりました。 

 「多読」では、大量の英語の本や絵本を読むことで英語に慣れ親しむとともに、英語の力を伸ば 

していきます。さらに、力の伸び方に応じて適切に高いレベルの本に移行しながら読み続けるこ 

とで、最終的には自由に英語を操る能力を身に付けることを目指します。英語多読を楽しむ会で 

は、このような学習活動とともに、この方式を広く普及させることを目指して活動を続けていま 

す。大空町英語多読を楽しむ会は現在、毎月第一金曜日に図書館２階の研修室で学習会を持って 

います。 

  多読の原則は、「①辞書を引かない、②分からない所は飛ばして前へ進む、③つまらなくなっ 

たら止める」の三つです。こんなかんたんな読み方で英語の力がつくのだろうか？と疑問に思わ 

れる方も多いかと思いますが、分からないところは飛ばし、分かる所をつないで読んでも楽しめ 

るレベルの英語の本を「たくさん」読むことで自然にレベルがアップするのだそうです。ただ、 

多読が効果を上げるためには、やさしいものから難しいものまでの英語の本が、それぞれの難易 

度に応じて大量に用意されている必要があります。レベルに応じた本選びと本の確保をどうクリ 

アするかが多読成功のカギとなるそうです。 

国際化の時代を迎え、英語が使える日本人の育成に向けて小学校でも英語の指導に力が入って 

来ています。図書館としても多読の会の皆さんのご協力に感謝しつつ、研修を深めるなどして日 

本語以外の本についてもご相談やリクエストに応えることが少しでもできるようになれば、と考 

えています。 

  



 

 

 

 

 

 ＊一般書 ベスト５＊            ＊児童書・絵本 ベスト３＊ 

１「鹿の王」上    上橋菜穂子／著    １「ミラクルきょうふ！本当に怖い 

２「サラバ！」上   西 加奈子／著      ストーリー」   闇月 麗／編著 

３「鹿の王」下    上橋菜穂子／著    ２「いきものとこや」塚本やすし／さく 

「フォルトゥナの瞳」百田 尚樹／著    ３「カッパもやっぱりキュウリでょ？」 

 「サラバ！」下   西 加奈子／著             シゲタサヤカ／作絵 

４「神様の裏の顔」  藤崎  翔／著     「だるまさんがころんだら」 

 「警察回りの夏」  堂場 瞬一／著              はんだみちこ／作 

 「奴隷小説」    桐野 夏生／著 

５「自覚」      今野  敏／著 

 「悲嘆の門」上・下 宮部みゆき／著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「たすきリレー」も無事に終わり、今月はお祭りがめじろおしですね。秋にはマラソン大会が２つ控

えています。今回の「深知り！おおぞら」では、スポーツに関する本を取り上げます。 

 

 

 町技の「バレーボール」、合宿誘致をしている「バスケットボール」、女満別湖畔で楽しめる「カ

ヌー」、新しく道場ができた「相撲」など、大空町ではスポーツがとても盛んです。他にも、「マラ

ソン」「登山」「野球」「水泳」「柔道・剣道」「テニス」「ゴルフ」「パークゴルフ」なども楽し

めます。この夏、観戦・応援するもよし、何かに挑戦するもよし！ その際には、図書館の本もぜひ

ご活用ください。 

『『『『いちばんわかりやすいパークゴルフいちばんわかりやすいパークゴルフいちばんわかりやすいパークゴルフいちばんわかりやすいパークゴルフ上達法上達法上達法上達法』』』』和田玲花：著（2012 年） 

   初心者から上級者まで、上達の極意を徹底解説した本です。 

 『『『『藻琴山藻琴山藻琴山藻琴山のののの高山植物高山植物高山植物高山植物』』』』吉川勉（1980 年） 

   藻琴山で見られる植物について書かれた本です。植物鑑賞も登山の醍醐味のひとつです。 

 『『『『「「「「大鵬相撲大会大鵬相撲大会大鵬相撲大会大鵬相撲大会」」」」記念誌記念誌記念誌記念誌』』』』大空町 B&G 海洋センター：発行（2013 年～2015 年） 

   町内はもとより、全道各地から集まった選手のみなさんの熱戦がおさめられた記念誌です。 

 図書館で所蔵しているスポーツ雑誌  ※最新号は館内閲覧ですが、バックナンバーは貸出できます。 

両館     「「「「NNNNumberumberumberumber（（（（ナンバーナンバーナンバーナンバー）」）」）」）」・・・・「「「「月刊月刊月刊月刊バレーボールバレーボールバレーボールバレーボール」」」」    

東藻琴図書館 「「「「相撲相撲相撲相撲」」」」    

女満別図書館 「「「「ランナーランナーランナーランナーズズズズ」」」」        

一般書では、今年の本屋大賞や前回の直木賞の受賞作が上位を占めました。児童書・絵

本では、これまで上位だった「しずくちゃん」シリーズをおさえて、怖い話の本とナンセ

ンス絵本がランクイン！  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪≪≪≪紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居≫≫≫≫ 

◎はなくん           五味  太郎 

 

≪≪≪≪絵本絵本絵本絵本≫≫≫≫ 

◎ぼくだってウルトラマン    よしながこうたく 

◎いちにちむかしばなし     ふくべあきひろ 

○イーラちゃんとあめふりピアノ しまだともみ 

○にちようびの森        はたこうしろう 

○まるまる だーれ？      わかやましずこ 

◎まっかっかトマト       いわさゆうこ 

○のってるのってる       ますだゆうこ 

○クラゲすいぞくかん      村上  龍男 

○おばけイカにきをつけろ おとうとうさぎ！ 

               ヨンナ・ビョルンシェーナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

≪≪≪≪児童書児童書児童書児童書≫≫≫≫ 
○めざせ！栽培名人 花と野菜の育てかた ３ 

                こどもくらぶ 

◎ドラえもんの体育おもしろ攻略 藤子・F・不二雄 

○昆虫図鑑           森上  信夫 

○日本の歴史 １～１５・別巻    KADOKAWA 

○かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 

                原  ゆたか 

○ただいまおばけとりょこうちゅう！ 

                むらい かよ 

○それぞれの名前        春間  美幸 

○あめ・のち・ともだち     北原 未夏子 

○星のこども          川島 えつこ 

○サッカーの神様     メアリー・ポープ・オズボーン 

 

≪≪≪≪ヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルト≫≫≫≫ 
◎まだなにかある 上・下      パトリック・ネス 

○君に届け １３        椎名  軽穂 

 

≪≪≪≪一般書一般書一般書一般書≫≫≫≫    
○流               東山 彰良 

◎三人屋             原田 ひ香 

○まったなし           畠中  恵 

○モンローが死んだ日       小池真理子 

◎リバース            湊 かなえ 

○身元不明（ジェーン・ドゥ）   古野まほろ 

○悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 

                 瀧森 古都 

○春の嵐             畑野 智美 

○さよなら、ニルヴァーナ     窪  美澄 

○ＢＬＯＯＤ ＡＲＭ       大倉 崇裕 

○ゾンビ・アパート        飯野 文彦 

○啓火心             日明  恩 

◎中年だって生きている      酒井 順子 

○満州難民            井上 卓弥 

◎日本の最も美しい図書館     立野井一恵 

○戦後７０年 北海道と戦争 上 北海道新聞社 

○なぜＩＳＩＳは平気で人を殺せるのか 

                 ベンジャミン・ホール 

○人口減少×デザイン       筧  裕介 

○子どものネット依存       遠藤 美季 

○「居場所」のない男、「時間」がない女 

                 水無田気流 

○５０代からのお金のはなし    黒田 尚子 

○菌・カビを知る・防ぐ６０の知恵 

              日本防菌防黴学会 

○６０代からの大人が作って着回す服 

                 高橋ひとみ 

○ディズニーのマカロンケース   佐々木公子 

○人気カフェ・バリスタのユニークドリンク 

                 永瀬 正人 

○１冊まるまるたまごのレシピ 

 リンケージワークス編集部 

○巻いて、包んで。小さなおやつ、おつまみ７７ 

                 成沢 正胡 

○東京で勝てるブランドのつくりかた 

                 山本  聖 

○疲れた体がよみがえるリセット７秒ストレッチ 

                 栗田  聡 

○〔大甲子園〕摂氏４５℃の激闘  ラガーさん 

○キャッチャーの科学       川村  卓 

○かいのどうぶつえん       角田  元 

○日本懐かし１０円ゲーム大全   岸  昭仁 
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≪≪≪≪一般書一般書一般書一般書≫≫≫≫ 
○ジョン・マン ５ （立志編）  山本 一力 

○土方歳三 上・下        富樫倫太郎 

○ヒポクラテスの誓い       中山 七里 

○今日からは、愛のひと      朱川 湊人 

○天空の救命室          福田 和代 

○ちゃんぽん食べたかっ！     さだまさし 

◎あしたの朝子          山口恵以子 

○天満明星池           加瀬 政広 

○幽霊塔             江戸川乱歩 

○生きるということ        なかにし礼 

○若年性アルツハイマーの母と生きる 

                 岩佐 まり 

○ひとりで長生きしても幸せ    松原 惇子 

○錦織圭さらなる高みへ      塚越  亘 

○ユニバーサル・スタジオ・ジャパンよくばり裏  

 技ガイド ２０１５～１６年版   ＵＳＪ裏技調査隊 

◎買ってよかった！おしゃれキャンプギアＢＯＯＫ 

                 アスペクト 

○つまき♪式親子で楽しむ動物園ガイド 

                つ ま き ♪ 

○多肉植物ハンディ図鑑      羽兼 直行 

○スコアアップ！名人・萩史之のパークゴルフコ 

ース攻略法           和田 玲花 

○連続写真でうまくなる！テニス最新スイング 

 ２０１５            スマッシュ 

○はじめての手作り万華鏡     山見 浩司 

○楽しい？やりがい？ブラック？学校の先生はじ

めました     学校の先生はじめました編集委員会 

○わたしのかぞく 

 ＬＬブック（やさしく読める本）制作グループ 

○むすめと！ソラリーマン     青山 裕企 

◎娘が妊娠したら親が読む本    竹内 正人 

○うちの子、まだおしゃべりができないのですが

大丈夫でしょうか？       東口たまき 

○カアチャン本舗         たかはしみき 

○モッチンも。          コンドウアキ 

○こどもの手作り仮装コスチューム あんどうまゆこ 

○かぎ針で作る恐竜のあみぐるみ  おのゆうこ             

○「糖質制限」は危険！      石原 結實 

○はじめてのシニアの健康スムージー 

                 牧野 直子 

○やせる！健康！酢タマネギはいいことずくめ！ 

  若宮 寿子 

○ホームメイドアイスバー     荻田 尚子 

○短い爪でもかわいいネイル    宝 島 社 

 

≪≪≪≪絵本絵本絵本絵本≫≫≫≫ 
○ころころくるりん       長野 ヒデ子 

◎ここがすき          きたやまようこ 

○ばけばけばけばけばけたくん たんじょうびの

巻              岩田  明子 

○あおぞらくろくま       たかいよしかず 

○えいっ            三木   卓 

◎かとりせんこう        田島  征三 

○おどろきいっぱい！トマト   榎本   功 

○ひつじのショーンをさがせ！ 

アードマン・アニメーションズ 

○名古屋うみゃあもんのうた   長谷川 義史 

○ま、いっか！         サ  ト  シ  ン 

○みんなからみえないブライアン  

トルーディ・ラドウィッグ 

○おかあしゃん。はぁい。    くすのきしげのり 

◎なつはひるね         村上  康成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

≪≪≪≪児童書児童書児童書児童書≫≫≫≫ 
◎ナイトサファリのサバイバル １  ゴムドリｃｏ． 

◎写真でわかる決定版あやとり大百科 

                 なつかしあそびの会 

○未確認飛行物体ＵＦＯと宇宙人 並木 伸一郎 

○神さま・ほとけさま      本木  洋子 

○かき氷            細島  雅代 

◎カタツムリの謎        野島  智司 

○カブトムシ・クワガタムシ   小池  啓一 

○１ねんせいじゃだめかなあ？  きたがわめぐみ 

○とびばこバーン        升井  純子 

○みずがめ座流星群の夏     杉本  りえ 

○さくら猫と生きる       今西  乃子 
 

≪≪≪≪ヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルトヤングアダルト≫≫≫≫     
○青鬼 怨霊編         黒田  研二 

○霧雨が降る森 下       朽葉 つむぎ 

○愛してるとしかいいようがない    岬 

○レイン １２         吉野   匠 

 



 

８８８８ 
こども司書体験こども司書体験こども司書体験こども司書体験    

10101010：：：：30303030～～～～/14/14/14/14：：：：00000000～～～～ 

    

 

＝＝＝＝女女女女    満満満満    別別別別    図図図図    書書書書    館館館館＝＝＝＝    開館時間開館時間開館時間開館時間：：：：火火火火～～～～金金金金１０１０１０１０～～～～２０２０２０２０時時時時    土土土土・・・・日日日日１０１０１０１０～～～～１８１８１８１８時時時時 

            日日日日            月月月月            火火火火                    水水水水                        木木木木                        金金金金                        土土土土    

そらっきーポイント対象事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝東東東東    藻藻藻藻    琴琴琴琴    図図図図    書書書書    館館館館＝＝＝＝    開館時間開館時間開館時間開館時間：：：：月月月月～～～～土土土土１０１０１０１０～～～～１８１８１８１８時時時時 

         日日日日            月月月月            火火火火                    水水水水                        木木木木                        金金金金                        土土土土    

そらっきーポイント対象事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

15151515    

 

３３３３ 
休館休館休館休館 

４４４４ 
 

８８８８    マスターしよう！マスターしよう！マスターしよう！マスターしよう！

よみがたりよみがたりよみがたりよみがたり 13131313:30:30:30:30～～～～    
よみがたりのよみがたりのよみがたりのよみがたりの    

じかんじかんじかんじかん 14141414：：：：00000000～～～～    

26262626    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 DDDD 

 

13 13 13 13 ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 EEEE 
マスターしよう！マスターしよう！マスターしよう！マスターしよう！

本の修理③本の修理③本の修理③本の修理③    

18181818：：：：00000000～～～～    

７７７７    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 CCCC 
こども司書体験こども司書体験こども司書体験こども司書体験    

10:3010:3010:3010:30～～～～ 

９９９９ 
こどもこどもこどもこども    

司書体験司書体験司書体験司書体験    

10101010：：：：30303030～～～～////    

14141414：：：：00000000～～～～    

16161616 
 
23232323    

17171717 
休館休館休館休館    

10101010 
休館休館休館休館    

19191919    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 AAAA    

よみがたりﾌﾟﾁよみがたりﾌﾟﾁよみがたりﾌﾟﾁよみがたりﾌﾟﾁ    

10:3010:3010:3010:30～～～～ 

22222222 
よみがたりのよみがたりのよみがたりのよみがたりの    

じかんじかんじかんじかん 14141414：：：：00000000～～～～    

28282828 休館休館休館休館    
図書整理日図書整理日図書整理日図書整理日 
    

メルヘン号の巡回メルヘン号の巡回メルヘン号の巡回メルヘン号の巡回        ※夏休み中、学校の巡回はお休みします※夏休み中、学校の巡回はお休みします※夏休み中、学校の巡回はお休みします※夏休み中、学校の巡回はお休みします    

    

Ａ（第Ａ（第Ａ（第Ａ（第 1111････3333 水）水）水）水）女満別女満別女満別女満別小小小小・研修会館・・研修会館・・研修会館・・研修会館・夕陽台・東陽夕陽台・東陽夕陽台・東陽夕陽台・東陽                    Ｄ（第Ｄ（第Ｄ（第Ｄ（第 2222････4444 水）女満別水）女満別水）女満別水）女満別小小小小    

Ｂ（第Ｂ（第Ｂ（第Ｂ（第 1111････3333 木）木）木）木）東藻琴小・山園・女満別東藻琴小・山園・女満別東藻琴小・山園・女満別東藻琴小・山園・女満別中中中中・大成・大成・大成・大成・錦町・錦町・錦町・錦町        Ｅ（第Ｅ（第Ｅ（第Ｅ（第 2222････4444 木）東藻琴小・明生・東藻琴中・木）東藻琴小・明生・東藻琴中・木）東藻琴小・明生・東藻琴中・木）東藻琴小・明生・東藻琴中・開陽開陽開陽開陽・日進・日進・日進・日進    

Ｃ（第Ｃ（第Ｃ（第Ｃ（第 1111････3333 金）宮沢商店・金）宮沢商店・金）宮沢商店・金）宮沢商店・豊里・豊里・豊里・豊里・大東大東大東大東・めちゃいるど館・めちゃいるど館・めちゃいるど館・めちゃいるど館            

    

３３３３    

 
４４４４    

 

18181818    

    

    

７７７７ 
こども司書体験こども司書体験こども司書体験こども司書体験    

10101010：：：：30303030～～～～ 

13131313    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 EEEE 

 

９９９９    
休館休館休館休館 
 

16161616
休館休館休館休館    

 

23232323    

休館休館休館休館 
26262626    

 

20202020    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 BBBB 

 

14141414 
    

22222222    
おはなしたいむおはなしたいむおはなしたいむおはなしたいむ    

10101010：：：：30303030～～～～    
マスターしよう！よみがマスターしよう！よみがマスターしよう！よみがマスターしよう！よみが

たりたりたりたり    10101010：：：：00000000～～～～    

２２２２    
    

28282828 休館休館休館休館 
図書整理日図書整理日図書整理日図書整理日 
 

１１１１ 
    

11111111    

 

27272727 ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 EEEE    

 

１１１１    

 

17171717    

 

27272727    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 EEEE    

 

２２２２    
休館休館休館休館 
 

20202020 ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 BBBB     

 

 

21212121    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 CCCC 

 

24242424 
 

25252525    

12121212 マスターしよマスターしよマスターしよマスターしよ

う！本の修理う！本の修理う！本の修理う！本の修理③③③③    

10101010：：：：30303030～～～～ 

18181818 

 

11111111    

 

19191919    

    

15151515    
    

14141414 
 

５５５５    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 AAAA 
よみがたりﾌﾟﾁよみがたりﾌﾟﾁよみがたりﾌﾟﾁよみがたりﾌﾟﾁ    

10:3010:3010:3010:30～～～～    

こども司書体験こども司書体験こども司書体験こども司書体験    

10:3010:3010:3010:30～～～～ 

６６６６    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 BBBB 
こども司書体験こども司書体験こども司書体験こども司書体験    

10:3010:3010:3010:30～～～～ 

５５５５        
こども司書体験こども司書体験こども司書体験こども司書体験    

10101010：：：：30303030～～～～    

    

６６６６    ﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝﾒﾙﾍﾝ号号号号 BBBB 
こども司書体験こども司書体験こども司書体験こども司書体験    

10101010：：：：30303030～～～～ 

10101010 
    

24242424    
休館休館休館休館 25252525 

 

12121212     

 

29292929    

31313131    

 

30303030    31313131    
休館休館休館休館 

30303030    

休館休館休館休館 

21212121 
    

29292929    

 


