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豊後高田市立図書館開館 3 周年記念事業イベント
豊後高田市立図書館は平成 27 年 2 月 14 日（日）に開館
）に開館 3 周年を迎えます。
周年を迎えます。開館してから現在
開館してから現在
までで、利用者数は累計で約 28 万人を越えました。
万人を越えました。これからもみなさまのご期待に応えられる
これからもみなさまのご期待に応えられる
よう、スタッフ一同取り組んでまいります。

『ヤマネコ毛布』原画展

雑誌リサイクル

日時：

1 月 30 日（土）～2
日（
月 8 日（月）

日時：2
日時： 月 7 日（日）、22 月 11 日（木）
日（

場所：

図書館 ロビー

10：00
00～
定員：当日 9：00
9
から先着で整理券を配布
から先着で整理券を配布。

豊田美香氏 講演会
「知ってますか？ノベライズ小説」
日時：2
2 月 14 日（日）
日（
14：
：00～

冊数：お一人様 10 冊まで

※１種類５冊まで
１種類５冊まで

春のおはなし会

定員：50
50 名

日時：2 月 14 日（日）
）

13：30～
～

問合せ：
問合せ：豊後高田市立図書館
豊後高田市立図書館 ☎25-5115
5115

協力：図書館ボランティア

お抹茶で、ほっと一息。

花こづちちゃんチョコ
花こづちちゃんチョコプレゼント♪
プレゼント♪
日時：2 月 14 日（土）
）
日時：
日時：2 月 14 日（土）
日（

13：00～
～

9：
：00～
定員：なくなり次第終了

定員：本を借りた人 200 名
協賛：裏千家 大園宗梨 社中

12 月 20 日（日）、アイリッシュ・ハープ奏者の生
アイリッシュ・ハープ奏者の生
山早弥香さんをお招きし
山早弥香さんをお招きし、第 2 回目のクリスマス
回目のクリスマスカ
フェコンサート
コンサートを開催
を開催いたしました。
いたしました。67 名の観客を
迎え大盛況でし
迎え大盛況でした。
「きらきら星
きらきら星」やジブリ映画で使用された曲
ジブリ映画で使用された曲
ジブリ映画で使用された曲など、
様々な楽曲で
曲で観客を魅了
観客を魅了。総合司会の山本理加さんと
総合司会の山本理加さんと
生山さんの軽妙
の軽妙なトークは
なトークは場を盛り上げ
場を盛り上げ、語りのシー
、語りのシー
ンではお客様を物語の世界へと引き込んで
お客様を物語の世界へと引き込んでいました。
お客様を物語の世界へと引き込んでいました。
豊後高田市立図書館では、閉館後の図書館を利用し
たコンサートや講座の開催なども承ります。詳しくは
図書館までご相談ください。

大人気
大人気お
お楽しみ袋
しみ袋！
1 月 4 日（月）から本のお楽しみ袋の貸
日（月）から本のお楽しみ袋

図書館でもマイバック
図書館で本を借りられる時
図書館で本を借りられる時は、マイバックの
は、マイバックの

出しを実施
を実施しました
しました。大人向けや高校生
大人向けや高校生
向けなど、
向けなど、世代別に
別に 24 セットをご用意。

ご持参をお願いいたします。
ご持参をお願いいたします。また、
また、ご家庭で不
不
要な紙袋等ございましたら
要な紙袋等ございましたらご寄贈くさだい
くさだい。い
い

好評のうちに終了いたし
好評のうちに終了いたしました
ました。来年も
ただいた紙袋を、バック
ただいた紙袋を、バックがご入用な
な方にお渡し
方にお渡し
ご用意させていただきます。
いたします。
いたします。

特集情報キャッチ！
「若い人に贈る 読書のすすめ
読書のすすめ」
のすすめ」
新しい年が始まりましたね。皆さんの読書始め
公益社団法人読書推進運動協議会が選定し
社団法人読書推進運動協議会が選定し
社団法人読書推進運動協議会が選定した
た

はなんでしたか？
はなんでしたか？読みたい本に迷ったら、特集
読みたい本に迷ったら、特集

「若い人に贈る読書のすすめ 2016」
」の本を揃え
の本を揃え

コーナーを覗いてみてくだ
コーナーを覗いてみてください。
さい。
ました。
「若い人に贈る」とありますが、年齢
「若い人に贈る」とありますが、年齢を
を
問わずぜひ読んでいただきたい
問わずぜひ読んでいただきたい本です
です。

「鬼は外、福は内」
2 月 3 日は節分
日は節分の日。
。豆まきが定番の行事です
豆まきが定番の行事です

『村上さんの所
『村上さんの所』（村上春樹 著／新潮社）
『運は創るもの』
（似鳥昭雄 著／日本経済新聞出版社）
著／日本経済新聞
社）

が、最近は恵方巻きも定着してきました。節分
が、最近は恵方巻きも定着してきました 節分
の由来についての
の由来についての絵本や紙芝居もございますの
絵本や紙芝居もございますの

「ハッピーバレンタイン
ハッピーバレンタイン」
」
で、ぜひ読み聞かせにご利用ください。
2 月 14 日はバレンタインデー。チョコレー
『鬼といり豆』
（谷真介 文／赤坂三好
文
絵／佼成出版社
絵／佼成出版社）

トやその他お菓子、ラッピングについての本を
『作って楽しい
『作って楽しい!食べておいしい
食べておいしい!!巻きずし
巻きずし』

ご用意しました。大切な人にプレゼントをして
ご用意しました。大切な人にプレゼントをして
（飾巻子 著
著／ブティック社
ブティック社）

みませんか？
『憧れのゴージャスチョコレシピ』
（木村幸子／主婦の友インフォス情報社）

『きほんのラッピング便利帳』

花こづちシアター
（包むファクトリー 監修／学研パブリッシング）

1 月上映スケジュール

1 月 17 日（日）
）14：00～
「小公女
小公女（プリンセス）
（プリンセス）セーラ
セーラ」
（90
（ 分）

お子様連れのお客様へ
図書館の中で走ると、ぶつかったり、転んだ
りして大変危険です。
りして大変危険です。また、大きな声を出すと、
大きな声を出すと

1 月 24 日（日）
）14：00～
「ジェイン・エア
ジェイン・エア （113
ジェイン・エア」
113 分）

読書中の利用者様の
読書中の利用者様のご迷惑になり
迷惑になります
ます。
誰もが気持ちよく利用

1 月 31 日（日）
）14：00～
「人生、いろどり
人生、いろどり （112
人生、いろどり」
112 分）
※事前申し込みは不要です。

できる図書館づくりに
できる図書館づくりに
ご協力をお願いします。

