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自分の読んた本を記録することができる読書手帳。
もうみんなはどれくらい読んだかな？(^^♪
先日、高石市立図書館ではじめての１０冊を
達成したおともだちがきてくれました！
おめでとう！これからもたくさんの本との
であいがありますように♪

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

ちびっこあつまれ！
2019 年４月 20 日(土)14 時～16 時
本館視聴覚室
絵本の読み聞かせや紙芝居、マジックショーなど
年に２回のお楽しみ会(^・^)どなたでも参加していただけます♪

「大人の図書活」 第１弾 書庫見学＆図書館クイズ
2019 年 4 月 16 日(火)10 時 30 分～11 時(受付は 15 分前～)
本館視聴覚室
大人の方 当日先着 10 人
“図書活”とは図書館を通して多くの人と交流し、
新しい趣味や楽しみを発見していただく活動です。
5 月は紙袋を使ったブックカバー作り、
6 月は本の修理体験を行う予定です。
↑アプラ星人が顔を出して
いるのは書庫の中の「電動書架」
この中にたくさんの本が眠っているんだ！

絵本作家はまのゆかさん
よみきかせイベント
2019 年５月３日(金)
14 時～15 時 30 分
３階ギャラリー
講師：はまのゆかさん
どなたでも参加可

先着３０人

よみきかせ＆ワークショップ＆サイン会を
行います(^・^)貴重なこの機会を
お見逃しなく！

はまのゆかさん(絵本作家・イラストレーター)
大学在学中より村上龍の著書イラストを多数担当し、
「13 歳のハローワーク」(村上龍/著・幻冬舎)は
ミリオンセラーとなる。文とイラストを手がけた絵本に
「ココアラ」(小学館)、「九九をとなえる王子さま」
(あかね書房)など。イラストを担当した作品に、
「日本の伝統行事 Japanese Traditional Events」
(発売中・村上龍/著・坂本龍一/ＣＤ監修・講談社)
などがあり、「泣いたりしないで」(福山雅治/うた)では
ＰＶイラストを担当。
「2007mamechan cartoon calendar」で
第３６回日本漫画家協会賞・特別賞を受賞。

申込開始:2019 年 4 月 10 日(水)9 時 30 分～
詳細のお問い合わせは 072－263－3100 まで
お願いいたします。電話でも申込可能です。

新着案内
＊一般＊
『マンガでわかる自分を変える習慣力』
三浦将/著 柏屋コッコ/マンガ ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ(159 ミ)
習慣化が上手くいかないのは、潜在意識の抵抗を受けているから。
潜在意識の特性を理解し、その抵抗を受けない状態にし、さらには
潜在意識を味方に付けながら、習慣化を進める画期的な方法を
マンガを交えて伝える。

『極夜行前』
『コミュニケーション大百科』
『医師が教える！マグネシウムのすごい力』
『トコトンやさしい養殖の本』
『シドロモドロ工作所のはじめての
お彫刻教室』
『同時通訳者のここだけの話』

角幡唯介/著

文藝春秋(297 カ)

戸田久実/著

かんき出版(361 ト)

横田邦信/監修

主婦の友社(498.55 イ)

近畿大学水産研究所/編

日刊工業新聞社(666 ト)

田島享央己/著

河出書房新社(713 タ)

関根マイク/著

アルク(801 セ)

『ケイレブ』

ｼﾞｪﾗﾙﾃﾞｨﾝ・ﾌﾞﾙｯｸｽ/著
柴田ひさ子/訳

平凡社(933 ブ)

＊児童＊
『どうなってるの？どうぶつの歯』
鈴木勝・鈴木貴博/作 吉田葉子/絵 はる書房 (Ｅ)
獲物をとらえたり、外敵と戦ったり。食べ物を食べる以外に生活の
上でも重要な役割をしているどうぶつの歯。さまざまなどうぶつの歯を
紹介しながら歯の役割や大切さを伝える。

『ぬにゅ～ぽんぽん』

ちかつたけお/作

KADOKAWA(ﾓﾓ E)

『おばあちゃんがやってきた』

重本あき子/文 やまなかももこ/絵

新日本出版社(E)

『世界一おもしろいくらべっこ大図鑑』

ｸﾗｲｳﾞ・ｷﾞﾌｫｰﾄﾞ/文 小林玲子/訳

河出書房新社(033 ジ)

『こどもドラッカーのことば』

齋藤孝/監修

日本図書センター(159 コ)

『慣用句キャラクター図鑑』

深谷圭助/監修 いとうみつる/ｲﾗｽﾄ

日本図書センター(814 カ)

『つくられた心』

佐藤まどか/作

ポプラ社(913 サ)

『Still stuck』

Shinsuke Yoshitake

Abrams Books for Young
Readers(外 E)

*YA*
『10 代のための疲れた心がラクになる本』
長沼睦雄/著 誠文堂新光社(146 ナ)
友だち関係、勉強、家族、容姿…。生きづらさを抱えている
10 代に向けてストレスの正体や「超敏感気質(HSP)」に
ついての知識を紹介。どうすれば気持ちを変え、行動を
変えられるか具体的な方法をまとめる。

さくらんぼの会
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(第 1 火曜日・第 2 木曜日
10:00～11:30)
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グーチョキパー

ほっとスペース
(第 3 金曜日 10:00～12:00)
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は休館日です。

〈さわらびおえかきコーナー〉
はじまるよ！
このコーナーではみんなのイラストを
募集して、毎月さわらびの中で紹介
していくよ！
出来上がったイラストは
図書館カウンターにもってきてね(^・^)
※イラストの返却はありません。
今月から本館のさわらびコーナーに
投稿箱とお知らせを掲示してるよ♪

イベント

しおりちゃんのおはなし会は
奇数月第 4 日曜にしているよ♪
次回は、5 月 26 日(日)
５月号でまたお知らせをするので
お楽しみに(^・^)

4 月の展示
本館：エントランス
＜まちなかの森＞
児童書
＜本のくまさん＞
期間：３/２７～４/２２

視覚障がい者の方には、
前もって図書館に
ご連絡をいただければ、
対面朗読サービスを致します。
ご希望の日にちと本の題名を
お知らせください。

イベント情報などは図書館ホームページからもご覧いただけます。

http://takaishi-lib.jp/
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

