図書館だより

さわらび
２０１８年６月号 no.442

「高石市立図書館妄想未来会議」
日時：平成 30 年 6 月 23 日(土)午後 1 時～4 時
場所：図書館視聴覚室
対象：図書館に興味のある方どなたでも
定員：20 名
図書館の裏側ツアーを行った後、進行役の方と
図書館の未来の使い方について妄想会議します♪
あなたは図書館でどんなことがしたい？
お問合せ先：高石市立図書館 072-263-3100

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

２０１８年度

課題図書

第 6４回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書が発表されました。
該当の作品につきましては、多くの利用が見込まれます。ひとりでも多くの方に
課題図書をご利用いただけるよう、貸出については、下記の通りとさせていただきます。
ご協力をお願いいたします。

実施期間：７月 1 日(日)～８月３１日(金)
貸出期間：１週間
※予約が入っていなければ１回のみ延長ができます。
『ルラルさんのだいくしごと』
『きみ、なにがすき？』
『なずずこのっぺ？』
『がっこうだってどきどきしてる』
『レイナが島にやってきた！』
小学校中学年の部
『森のおくから：むかし、カナダであったほんとうのはなし』
(３・４年生)
『最後のオオカミ』
『すごいね！みんなの通学路』
『奮闘するたすく』
小学校高学年の部
『こんぴら狗』
(５・６年生)
『ぼくとベルさん：友だちは発明王』
『クニマスは生きていた！』
『一〇五度』
中学校の部
『太陽と月の大地』
『千年の田んぼ：国境の島に、古代の謎を追いかけて』
『わたしがいどんだ戦い１９３９年』
高等学校の部
『車いす犬ラッキー：捨てられた命と生きる』
『いのちは贈りもの：ホロコーストを生きのびて』
2017 年以前の課題図書、推薦図書なども一部取扱いがございます。
詳しくは図書館スタッフまでおたずねください。

小学校低学年の部
(１・２年生)

予告

夏休み特別講座

読書感想文のススメ

日時：8 月 11 日（土）
・1８日（土）

午前 10 時～午後１時

講師：藤浦淳氏(産経新聞編集企画部長兼夕刊編集長)
場所：図書館視聴覚室
対象：小中学生 定員：各日先着２０名
予約開始：７月１５日(日)より
昨年度も行われた好評の講座を今年も開催いたします。
お問合せ：高石市立図書館

０７２－２６３－３１００

新着案内
＊一般＊
『じっと手を見る』
窪 美澄/著 幻冬舎(913 ク)
富士山を望む町で介護士として働く、かつて恋人同士だった
日奈と海斗。東京に住む宮澤と出会い、この町以外に思いを馳せる
日 奈 。 一方 海斗 は 同僚 と 仲 を深 め町 に 縛り 付 け られ てい く …。
『GINGER L.』他掲載を書籍化。
『はじまりが見える世界の神話』
『電話応対はこわくない！』
『55 ㎡までの
心地よいコンパクト暮らし』
『グッズ製作ガイドＢＯＯＫ』
『子どもと一生の思い出をつくる
星空キャンプの教科書』
『１冊のノートが
「あなたの言葉」を育てる』

植朗子/編著 阿部海太/絵

創元社(164 ウ)

松本昌子/監修

池田書店(336.47 デ)

大橋史子/著

朝日新聞出版(590 オ)

グラフィック社編集部/編

グラフィック社(674 グ)

松尾真里子/監修

Ｇ.Ｂ.(786 コ)

川上徹也/著

朝日新聞出版(816 カ)

＊児童＊
『みんなみんないないいないばあ』
いまむらあしこ/文 さいとうたかお/絵

あすなろ書房(ﾓﾓＥ)

ころころころろ。かえるさんが、ほらね。いないいないばあ。
ちゅうちゅうちゅう。ねずみさんが、ほらね。いないいないばあ。
赤ちゃん絵本。見返しに「いないいないばあ」の楽譜あり。
『めろんさんがね…』

とよたかずひこ/作

童心社(ﾓﾓ E)

『ぼくとマリナちゃん』

くすのきしげのり/さく 稲葉卓也/え

東洋館出版社（E）

『いっぺんやってみたかってん』

はっとりひろき/作

講談社(E)

『失敗図鑑』

大野正人/著

文響社(280 オ)

『カバテツのことわざ研究②③』

山下明生/作 小山友子/絵

あかね書房(388 ヤ)

『世界を変えた 50 人の女性科学者たち』

ﾚｲﾁｪﾙ・ｲｸﾞﾉﾄﾌｽｷｰ/著

創元社(402 イ)

『小学生のための俳句入門』

坪内稔典/監修 佛教大学/編

くもん出版(911 シ)

『かみさまにあいたい』

当原珠樹/作 酒井以/絵

ポプラ社(913 ト)

野中モモ/訳

*YA*
『小説となりの怪物くん』
ろびこ/原作 有沢ゆう希/著 講談社(YA B913 ア)
周囲に溶け込めない「怪物」春と、ガリ勉で冷徹な雫。ともに孤独な
変わり者のふたりが、意外にもお互いを意識し始め、学校生活が変わり
始めた。しかし、春のもとにある男が現れて…。
2018 年公開映画を原案に小説化。

２０１８年
日

月

火

さくらんぼの会

６月

水

(第１金曜日 16:00～17:00)

木

金

土

１

２

おりがみ
(第 1 土曜日 14:30～16:00)
※今月はお休みです。

おはなし会
３

４

５

６

７

８

９

(毎週土曜日 14:30～16:00)
※今月 23 日はお休みです。

10

11

12

13

14

15

16

おひさまおはなし会

17

18

19

20

21

22

23

グーチョキパー

24

25

26

27

28

29

30

(第 3 木曜日 10:30～11:30)

(第 1 火曜日・第 2 木曜日
10:00～11:30)

ほっとスペース
(第 3 金曜日 10:00～12:00)

イベント
作って季節を味わおう 梅ジャムで食べるとろとろ豆乳プリン
材料：卵１個 卵黄１個 豆乳１カップ 生クリーム 1/4 カップ 砂糖 25g 梅ジャム(お好みの量で)
作り方：①ボウルに卵と卵黄を溶きほぐす。砂糖を加え、ざらざらがなくなるまで混ぜ、豆乳と生クリーム
を加えてのばす。
②耐熱カップに①を等分に流しいれる。
③蒸気の上がった蒸し器で 10 分蒸す(強火)。蒸し器がなければ鍋にペーパータオルを敷き、
プリンを並べて容器の高さの半分まで湯を注ぎふたをして火にかけ 10 分直蒸しに。
④(お好みで)冷やして梅ジャムをのせる。
このレシピの詳細と、梅ジャムの作り方は下記の本に載っています♪
参考文献：『季節の実りを味わう手作りジャムとジャムのお菓子』 石澤清美/著 学研(596 イ)

６月の展示
本館：エントランス
＜英雄たちの国～世界を熱狂させる一か月～＞
児童書
＜音の世界＞
分館：＜一足お先に夏気分＞
期間：５/２３～６/２５

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

