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夏休みは特別イベントがいっぱいあるよ！
第1弾

海の生き物となかよくなろう

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」のタッチプールがやってくる
イルカの頭やサメの歯も見ることができます
日時：8 月 9 日(金) ①10：00～11：00 ②12：00～14：00 ③15：00～16：00
「うみたまご」飼育員による講座(申し込みが必要です)
時間：①11：00～ ②14：00～
人数：小学生以上 30 名
料金：無料
場所：集会室

第2弾

図書館で「和の芸」を実演してみましょう

夏休み、図書館落語探検隊！図書館で落語家になってみよう
日時：8 月 18 日(日) 14：00～15：00
人数：50 人
料金：無料
場所：集会室
講師：林家きく麿氏

実技内容
1 部 落語の歴史としぐさについて
2 部 落語一席
3 部 いっしょにしぐさをやってみましょう
4 部 落語一席

≪自由研究のお手伝いは図書館におまかせ！！≫
夏休みは図書館を使って「調べる学習」
「自由研究」に挑戦してみませんか？
豊後高田市立図書館では「第 16 回図書館を使った調べる学習コンクール」入賞作品の展示を行っ
ています。
調べ方・本の探し方など、わからないことがあったらスタッフまでお気軽に声をおかけください。

Ｌｅａｒｎ＆ラン・ラン・ラン職場体験
7 月 17・18 日に真玉中学校 2 年生、都甲真以さんと竹内ほのかさんが図書館に職場体験にきまし
・ラン職場体験
た。貸出し返却・配架はもちろん、雑誌登録・本の装備・修理などバックヤードの作業も体験しても
らいました。
★2 人から職場体験の感想をいただきました★
都甲真以さん

竹内ほのかさん

図書館の仕事には貸出し・返却・お客様が求
めている本を探す手伝 いをするレファレン
ス・修理や配架などがありました。

図書館での仕事はカウンター業務やレファレン
スなどたくさんの体験をしました。
カウンター業務では利用者へ笑顔であいさつを

レファレンスでお客様が求めている情報を

すること、レファレンスではお客様の探している本

基に本を探すには、「想像力」と「判断力」が

は、時間をかけずに探すことが大事であるというこ

大事ということを学びました。この仕事はお客

とを学びました。仕事を体験してカウンターの内側

様と接することによって自分の知識が広がる

はとても大変だということを知りました。この二日

仕事だと思いました。

間で学んだことを今後の生活で生かしていきたい
です。

お疲れさまでした♪

２人とも将来の夢に向かってがんばってください！応援しています。
花こづちシアター
8 月上映スケジュール

8/4(日) 14：00～
「ぼくの防空壕」
上映時間約 45 分
8/11(日) 14：00～
「焼跡の、お菓子の木」
上映時間約 45 分
8/18(日) 14：00～
「元気法話～寂庵にて～下
巻」
上映時間約 74 分
8/25(日) 14：00～
「学校の怪談 恐怖の学校
編」
上映時間約 50 分

夏休みの工作はおまかせ

紙粘土で可愛いマスコットができちゃうぞ！
「夏休み 工作教室」
日時：8 月 25 日(日)
1 回目 10：00～11：00
2 回目 13：00～14：00
料金：300 円(材料費)
場所：集会室
持ってくるもの：粘土板 ヘラ
はさみ タオル
人数：1 回目(1～3 年生)20 名
2 回目(4～6 年生)20 名
※工作で汚れる場合があ
りますので、当日は汚
れてもよい服できてく
ださい
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『学びの 21 世紀塾市民講座』で健康づくり講座を 3 回開催します。
第 1 回「飽食の時代で栄養欠乏が起きる理由と対応策」
サプリメント、食事や栄養、生活習慣などの面から健康状態をチェックしてみませんか。

日時：8 月 24 日(土) 14：00～15：30
人数：30 名(申し込み先着順)
費用：無料
場所：集会室
講師：清水真人氏(株式会社ヘルシーパス メディカル・サービス部
第 2 回「アンチエイジング講座～元気でいきいき過ごすには～」

部長)

運動不足、ストレス解消に、普段使わない筋肉を動かしてでシェイプアップしましょう。

日時：８月 31 日(土) 14：00～15：30
人数：20 名(申し込み先着順)
費用：無料
場所：集会室
講師：鳥越智子氏(ジャズダンス教室「ＴＯＴＴＯ」主宰)
第 3 回「大分県の救急医療を考える」
自分の命、大切な人の命、たくさんの命のイザというときの準備のための講座です。

日時：９月 21 日(土) 14：00～15：30
人数：30 名(申し込み先着順)
費用：無料
場所：集会室
講師：和田伸介氏(大分大学医学附属病院

救命救急センター講師)

7 月 28 日(日)から開催される北部九州総合体育大会に向けて、図書館ではカヌー部への応援メ
ッセージを募集していました。たくさんの方にメッセージを書いていただき、そのメッセージ
を 7 月 24 日(水)にカヌー部へ受け渡しました。キャプテンからは「総合優勝を目指
します」という力強い宣言もありました。
フェイスブックに写真を上げていますのでご覧ください。

絶対できる！優勝めざして もな漕げ！！

図書館からおいしいご案内

本を読んで眠くなったら

パンとコーヒーで一息つきませんか？

8 月より図書館ロビーで、こだわりの手作りパンで有名な草地「アルフォ
ンソ」のパンと、コーヒーを販売します。前日までなら予約も可能で、売
切れ次第終了となります。
詳しい日程などは後日ポスターでお知らせいたします。とても美味しい
パンですので是非一度食べてみてください。
大人のミニレファレンス

日本で始めて開店したコーヒーショップって？
明治九年ごろには少しづつ日本でもコーヒーが知られるようになり、二十一年に我が国最初
の本格的コーヒー店が開業されました。そのコーヒー店の名前は「可否茶館」といい、場所は
東京下谷区上野西黒門町の警察署の隣でした。
コーヒー1 杯一銭五厘、牛乳入りコーヒー二銭という値段でした。
(出典：図説明治事物起源事典

図書館スタッフのつぶやき
こんにちは。今回は食べる事が大好き！食いしん坊の近

Ｒ031.4

96)

花こづちシアター
8 月上映スケジュール

藤です。
夏も本番になり、毎日暑い日が続いていますね。皆さん水
分はこまめに摂り、熱中症には気を付けましょう。
さて、2 月 1 日のオープンから半年が過ぎ、たくさんの

8/4(日) 14：00～
「ぼくの防空壕」

す。生ハムやサラミなど全部で 4 種類あります。もちろん

上映時間約 45 分
8/11(日) 14：00～
「焼跡の、お菓子の木」
上映時間約 45 分
8/18(日) 14：00～
「元気法話～寂庵にて～下
巻」
上映時間約 74 分
8/25(日) 14：00～
「学校の怪談 恐怖の学校

食いしん坊の私もとても楽しみにしています♪

編」

方に図書館を利用していただき、とても嬉しく思います。7
月には小学校が社会見学に来てくれたり、中学生の職場体
験、イベントもたくさんありました。8 月のイベントにも皆
さんぜひ参加してみてくださいね。
そして、8 月からパンの販売もスタートします。甘い物が
大好きな私の好きなパンは菓子パン(特にデニッシュやチョ
コのパン)です。おすすめのパンはカスクルートというフラ
ンスパンのサンドウィッチで図書館限定のものになりま

図書館にはアンパンマンの絵本やパン作りの本などもある
ので借りてくださいね♪

上映時間約 50 分

