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さわらび
２０１８年３月号 no.439

特別展示イベント

「いとしの相棒」あなたの自慢のペット写真を大募集!!

図書館では、
「いとしの相棒」をテーマに、ペット写真展を開催いたします。
参加資格は、
“ペット好き”たったそれだけです。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております！

展示場所：図書館エントランス
展示期間：平成 30 年 4 月 1 日～4 月 30 日※休館日を除く
応募方法：図書館カウンターもしくはメールでの送付
詳細は図書館 HP または、広報きらり３月号をご覧ください。
（送付先アドレス：takalibrary@yacht.ocn.ne.jp）
※ご応募いただいた写真は返却できませんのであらかじめご了承ください。

高石市立図書館

指定管理者

株式会社図書館流通センター

３月のイベント
図書館で利用されなくなった本や雑誌を
希望される市民の皆様に無料で提供いたします！

リサイクル本フェア in とろしプラザ
日時：平成 30 年 3 月 23 日（金）～3 月 25 日（日）
※時間は図書館の開館時間に準ずる（最終日は 16:00 まで）。

場所：とろしプラザ 1 階
※持ち帰り袋の用意はございませんので、当日は袋をお持ちください。

親子科学工作教室

キラキラ万華鏡
講師：関口芳弘氏

日時：平成３０年３月２４日（土）１０：３０～
場所：アプラたかいし３階

講師：関口芳弘氏
(国立研究開発法人理化学研究所)
スパコン「京」のプロジェクトに参加し
施設の計画・設計・建設を担当。
「京」の
世界一達成から安定運用に貢献。
今は２０代の頃の教職の経験を活かして
子どもたちに科学技術の面白さ、楽しさ
を伝えています。

対象：小学生～中学生(小２以下は要保護者同伴)
小学校３～６年生対象の授業ですが、１、２年生、中学生の参加も歓迎します。

定員：先着２５名

申込開始 ３月３日(土)から

＜当日ご持参いただくもの＞
セロハンテープ・カッター・はさみ・筆記用具・
液晶版のある時計や計算機など
お問い合わせ：高石市立図書館 ０７２-２６３－３１００
人間すごろく

赤ずきんちゃん気をつけて-オオカミよりさきにおばあちゃんちにつけるかな日時：平成３０年３月２５日(日)11:00～16:00 まで
場所：図書館テラス（雨天中止）
昔話や童話をモチーフにした、ちょっとへんてこなすごろくです♪
申込なしでどなたでも自由に参加していただけます（*^_^*）

『UV レジン学習帖』
白井由紀/著 講談社(751 シ)
レジン雑貨ってかわいいけど難しそうだし…でもオリジナルの
レジン雑貨を作ってみたい！そんなあなたにぴったりな本です。
プロの作家さんによる裏ワザをまじえながら、丁寧に作り方が解説されて
いるのではじめてでも本格的なレジン雑貨作成ができますよ♪
さあ、材料を揃えてレッツチャレンジ！

新着案内
＊一般＊
『モンテッソーリ教育で伸びる子を育てる！』
平川裕貴/著 彩図社(376 ヒ)
自立させることで自信を持たせ、子どもの好きや得意を発見させ、
それを育む機会を与える「モンテッソーリ教育」
。英語の幼稚園型
スクールを経営する著者が、モンテッソーリ教育の考え方や家庭で
取り入れる方法などを紹介する。
『おかげさまで、
注文の多い笹餅屋です』
『お悩み別オトナ女子のための漢方手帖』
『ロボット-それは人類の敵か、味方か』
『３８歳から着たい服』
『映画を聴きましょう』
『語彙力がないまま社会人に
なってしまった人へ：超「基礎」編』
『ペコロスの母の忘れもの』

桑田ミサオ/著

小学館(289 ク)

蔭山充/著

主婦の友インフォス(495 カ)

中嶋秀朗/著

ダイヤモンド社(548 ナ)

福田麻琴/著

すばる舎 (589 フ)

細野晴臣/著

キネマ旬報社(778 ホ)

山口謠司/著

ワニブックス(810 ヤ)

岡野雄一/著

朝日新聞出版(916 オ)

＊児童＊
『どうくつをこねる糸川くん』
春間美幸/作 宮尾和孝/絵 講談社(913 ハ)
どうぶつがすきで、へりくつをこねるのがとくいな糸川くん。「すき」と

「とくい」が合わさって、糸川くんのへりくつには必ずどうぶつが
出てくるように…。
「毎日新聞」連載を改題し、加筆・修正して書籍化。
『あっぱれ！ぱくっ』

せきゆうこ/作

小学館（E）

『ラーメンこうばん』

ささきみお/作

アリス館（E）

『新聞記者は、せいぎの味方？』

みうらかれん/作 宮尾和孝/絵

講談社(070 ミ)

『明治まるごと歴史図鑑①②③』

深光富士男/著

河出書房新社(210 フ)

『世界の料理』

竹永絵里/画

河出書房新社(383 セ)

ｹｲﾄ･ﾍﾞｲｶｰ/文 ﾍﾟｲｼﾞ･ﾁｭｰ/絵

ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(460 ベ)

草場純・ささきせつお/監修

ナツメ社(797 ミ)

スギヤマカナヨ/著

偕成社(816 ス)

『世界でいちばん高い山
世界でいちばん深い海』
『みんなで！ひとりで！
たのしいトランプあそび』
『おもしろい！楽しい！うれしい！手紙：１』

*YA*
『命のダイヤル』
赤川次郎/著 汐文社(YA913 ア)
病気のため、余命３か月と診断された１６歳の美奈。訪れた海辺の町で、
小林という中年男性と出会った美奈は、残された時間を彼と親子のふりを
して過ごすことになるが…。泣ける物語をあつめた感動の作品集。

さくらんぼの会
(第１金曜日 15:00～16:00)
※今月はお休みです。
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(第 1・2 木曜日 10:00～11:30)
※今月の第１はお休みです。

ほっとスペース
(第 3 金曜日 10:00～12:00)

イベント

３月の展示
４月から曜日と時間がかわります！
本館：一般書 テーマ＜春から始める！＞
児童書 テーマ＜みんな、おはよう！＞
分館：テーマ ＜犬いぬイヌ＞
期間：３/３～３/２６

☆３/１１ いのちの日
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災
では多くの命が失われた。震災で学んだこと
を風化させることなく災害に備えようと
「災害時医療を考える会(Team Esteem)」が
制定。災害時医療の改善を図るとともに、
９月１日に防災訓練が行われるように、３月
11 日には健康、医療、災害時の体制などを考
える機会を設けたいとの思いから。

グーチョキパー（あそびのひろば）
第１木曜⇒第１火曜
さくらんぼの会
15:00～16:00⇒16:00～17:00

☆３/２４ 人力車発祥の日(日本橋人力車の日)
明治３(1870)年のこの日、人力車の発明グルー
プの 3 人(鈴木徳次郎、高山幸助、和泉要助)に、
東京府より人力車の製造と営業の許可がおり、
日本橋のたもとで営業を始めたことにちなみ、
人力車の営業活動を行っている「くるま屋日本
橋」が制定。人力車は各地の観光地やイベント
などで人気が高く、また環境を考える乗り物と
して評価する声もある。

参考図書：
『すぐに役立つ 366 日記念日事典』 加瀬清志/著 日本記念日協会/編 創元社(386 カ)

高石市立図書館（本館）
〒５９２―００１４
高石市綾園１丁目９番１号（アプラたかいし４階）
TEL ０７２－２６３－３１００
FAX ０７２－２６３－３３０４

高石市立図書館（分館）
〒５９２－００１３
高石市取石３丁目９番８号(とろしプラザ１階)
TEL ０７２－２７３－３１６０
FAX ０７２－２７３－３１６２

