新型コロナウイルス感染防止対策のため、
ご来館の際には、以下について

図書館だより

ご協力をお願いいたします。
＊マスクの着用

4月
日

3

＊手指消毒

＊館内利用は、２時間程度まで

月

火

5

4

水

6

木

7

金

土

1

2

8

9
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田川市立図書館

ご迷惑をおかけしますが、ご了承下さい。
また、イベント等については、今後状況に
応じて中止、または延期となる場合があります。

♪

10 11 12 13 14 15 16

毎年４月２３日は、子どもの読書活動についての関心と理解を

レコードコンサート

深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高め

17 18 19 20 21 22 23

4/21(木) 18：30～

るため、2001年に「子ども読書の日」と定められました。

24 25 26 27 28 29祝 30

5/19(木) 18：30～

図書館でも、子ども向けのイベントを行うなどしていますが、子どもの読書を促すためには、

☆要申込・先着１５名（２階 視聴覚室）300円

★

5月
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3祝 4 祝 5祝 6

7

8

9

10 11 12 13 14

講師 図書館長 岡田

ねこ、ネコ、猫。ねこの出てくる本ばかりを集めました。

定員 １０名

4/23（土） 14:00～おはなし会スペシャル
14:40～バルーンアート体験
※バルーンアート体験は、事前申込が必要です。
詳細は、裏面・館内チラシ等をご覧ください。

連続講座『日本百名山を歩く』

①5/ 8(日)
②5/15(日)

ねこはお好きですか？特集

★「子ども読書の日」イベント

29 30 31

★

時間 8：30～60分程度

（２階 視聴覚室）無料・要申込（4月1日より受付）

22 23 24 25 26 27 28

913.6 『心にいつも猫をかかえて』

ムラ

村山

🐱

こんなにあったよ

「ねこのえほん」
関連特集コーナーも
あります♪

015.2 『100万回死んだねこ』

ヒ

早紀／著（エクスナレッジ）

これまで4匹の猫たちと暮らしてきた著者が、
賢く、かわいい猫たちとの日々を綴る。写真も
豊富に掲載。4つの季節と、猫にまつわる短編
小説も収録する。note掲載等に書き下ろしを追
加して単行本化。

福井県立図書館／編著（講談社）

「衝撃の巨人」→「進撃の巨人」、「100万回
死んだねこ」→「100万回生きたねこ」…。図
書館の利用者がうっかり覚え違えた本のタイト
ルから、司書が正しいタイトルを導き出した事
例集。本の情報、司書の仕事も紹介。

時間 8：30～90分程度

✎

講師 図書館長 岡田

定員 各回１０名
コーヒー☕を飲みながら
楽しく山について語りましょう♪

第１回 市民公開講座
「星野氏 出自とその後の趨勢」

春 映像化特集

4/24(日)13：30～16：00

この春公開される、映画・ＴＶドラマ・アニメ等の原作を集めています。

（市民会館 講堂）

無料

（２階 ホール）無料・要申込

〒825-0016 田川市新町11-61
TEL/FAX ☛ 0947-44-0384

クシ
ホームページでは、図書館だよりを

カラーでご覧いただけます。

HP ☛

開館時間 ☛ 火～金 9：30～20：00
土日祝 9：30～18：00
☛ info@tagawa-biblio.jp

読んでから観るか、観てから読むか。あなたは、どちら？
B913.6 『死刑にいたる病』

田川市立図書館

E-mail

📖

さあ、本を読みましょう

連続講座『写経』

①4/10(日)
②4/17(日)
③4/24(日)

15 16 17 18 19 20 21

身近にいる大人が読書をしている姿を見せることも、大切なのではないかと思います。

ぜひ一度、覗いてみて下さいね！

https://tagawa-biblio.jp
最新情報は
こちらにも

櫛木 理宇／著（早川書房）

鬱屈した日々を送る大学生の雅也は、世間を震
撼させた連続殺人犯・榛村大和から「唯一の冤
罪」の証明を託される。1つ1つの選択が明らか
にしていく残酷な真実とは? 俊英が描く鮮烈な
ミステリ。
監督：白石和彌
出演：阿部サダヲ、岡田健史、岩田剛典
【2022年5月6日公開】

E

ロ

『ホタルのアダムとほしぞらパーティー』
香川

照之／作（講談社）

アニメ【インセクトランド】
人間は昆虫の生態から学ぶことがたくさんある。
主人公・ホタルのアダムは、夏の夜におなかの
先を暗闇で光らせる昆虫。恥ずかしがりやなの
に、どうしてもみんなよりも目立ってしまう…。
監督：川越淳
脚本：木戸雄一郎
【2022年4月4日NHK Eテレにて放送開始】

E-mail

こちらにも

☛ info@tagawa-biblio.jp

【2022年5月6日公開】

【2022年4月4日NHK Eテレにて放送開始】

おはなし会は、申し込み不要です。
ご参加お待ちしています♪

"As we embark on this

今月から展示がはじまった、『はじめよう！SDGｓ』

幼 児・小 学 生 向け

4/

2(土) 、9(土) 、16(土) 、30(土)

4/ 23(土) は、『子ども読書の日

の特集コーナー。見ていただけましたか？
SDGｓについて、知る、考える、ちょっとやってみる、

14：00 ～

そのきっかけになるよう企画しました。

イベント』

left behind."
「我々はこの共同の旅路に
乗り出すにあたり、

ここでは、図書館で行っている身近な取り組みを紹介

です♪

collective journey,
we pledge that no one will be

誰一人取り残さないことを誓う。」

します。

〇おはなし会スペシャル 14：00～（申し込み不要）
〇バルーンアート体験

🐭ねずみ or ⚔剣

どちらか一つを一緒に作ります。

4月から始まる、おはなし会カード。

①14：40～／②15：20～／③16：00～／④16：40～ 各定員２組

おはなし会に参加すると、シールがもらえるのですが、

※事前申し込みが必要です。4月1日より、申し込み受付開始。

このミッキーの形のシールは、画用紙の小さな端切れ

赤ちゃん・乳幼児向け

4/

8(金)
11：00 ～

を利用して、作っています。

月一回 開催します。
※中止となる場合もありますので
お問い合わせの上、お越しください。

館内の装飾や、特集コーナーのＰＯＰなどに
使っているのは、Ｂ４サイズの色画用紙。

細かい端切れが残りますが、なるべくゴミに
せず小さなものに活用しています。

多趣味でアクティブな当館の館長が、講師を務める朝活。
日曜日の朝、図書館開館前の８時３０分からの講座となっ
ています。
ミッキーの形のパンチで、型抜き。シールと

４月は【写経】、５月は【山歩き】がテーマ。

して、使います。

春のすがすがしい空気の中、いつもと違う朝時間を過ごし

他にも、館内の本の背表紙に目印として貼っ

てみませんか？

ているシールも、同じようにして作っていま
す。

【写経】４月１０日、１７日、２４日 全３回
持ち物：筆ペン（サインペンでも）、文鎮
定 員：各回１０名 ４/１より申込受付開始
講師の岡田年史館長

【日本百名山を歩く】

５月 ８日

近畿・中四国編

５月１５日

九州・屋久島編

定 員：各回１０名 ４/２６より申込受付開始
ご参加、お待ちしています

山登り・スキー・マラソン・書道etc.
多彩な趣味をお持ちです。

590

ク

『暮らしのなかのＳＤＧｓ』
アノニマ・スタジオ／編（KTC中央出版）

「SDGsの“ものさし”」を自分のなかに持つこ
とができるアイデアブック。住む場所も年齢も
さまざまな人たちの考えやアイデアをQ&A形式
で紹介するほか、専門家の話や企業・団体の取
組もコラムとして掲載する。

