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図書館員が、テーマに沿った 

おすすめ本を選びました。 
 

どんな本が入っているかは 

開けてのお楽しみ！！ 
 

思わぬ「本との出会い」が 

あるかもしれません。 
 

どうぞお早めに！ 

１月5日(火) 9時半より 

本館： 大人２０袋 子ども２０袋 

西部： 大人１０袋 子ども１０袋 

なくなり次第終了 

昨年は、図書館をご利用いただきまして、 

誠にありがとうございました。 

本年も引き続き、明石市立図書館、西部図書館、 

移動図書館を、どうぞよろしくお願いいたします。 

今年も図書館を 

ご利用ください！ 

来館お待ちしてます！！ 

本の福袋を貸出します !! 



　　　　　　　　　　　　　 
 

 

イベントのお知らせ 

   

文学講座 

明石史跡散歩 

境界から見た源氏物語と平家物語 
 

日時：２月２１日（日） 

   １３：００～１５：００ 

場所：本館 ２階 図書館セミナー室 

定員：３０名 

参加申込：１月２０日（水）より 

   明石市立図書館カウンター及び 

   お電話にて受け付けます。 

   

 

新春 ミニ百人一首大会 
 

日時：１月１０日（日） 

 午前の部 １１：００より 

 午後の部 １５：００より 

               （時間：３０分ほど） 
 

場所：西部館 児童室 おはなしのへや 

参加方法：申込は不要です。 

   

バリアフリー上映会 
 

日時：2月２８日（日） 

   １３：３０より 

内容：『武士の家計簿』 

場所：本館 ２階 図書館セミナー室 

参加方法：申込は不要です。 
      

※字幕、副音声が入っていますので、 

 聴覚障害の方や視覚障害の方にも 

 お楽しみいただけます。 

◇ クリスマス・コンサート ◇ 明石市立西部図書館 平成27年12月13日 

協力： 明石子午線ウィンドオーケストラ 

◇ おはなしたべちゃえ ◇ 
 

明石市立図書館 平成27年12月20日 

おはなしに出て来るお菓子の家 

それってどんなお家かな？ 
 

親子みんなで想像しながら 

作ってみました！ 
 

おいしくてかわいい作品が完成！ 

図書館で 

クリスマスソングを 

聴きながら 

おはなしの世界へ♪ 

 

たくさんの方に 

ご来場いただきました♪ 



　

     
 
 
 
 
 

 
 

 

【内容紹介】 
箱根路を沸かせてきた指揮官たちは、どんなマネジ

メント術を発揮してきたのか?  

元箱根駅伝ランナーの著者が、箱根駅伝で実力を

発揮した有力大学の監督たちから話を聞き、独自の

マネジメントをまとめる。 (請求記号 782.3) 

 ・貸出状況確認              ・本の予約  

 ・予約待ち人数の確認           ・予約本の確保状況の確認 

 ・貸出期間の延長（貸出期限内、予約のかかっていない本に限ります。） 

 ・メールアドレスのご登録で予約確保の連絡をメールで受け取ることができます。 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

【内容紹介】 
南原幹雄「太陽を斬る」、菊池寛「真田幸村」、 

池波正太郎「角兵衛狂乱図」など、真田家を興した

幸隆の時代から昌幸を経て、幸村が死んだ大坂の

陣までをたどれるようセレクトした傑作歴史小説 

全8作を収録する。 (請求記号 F0) 

パスワードを取得していただくと、インターネットから とても便利なサービスを 

ご利用いただけます。 

詳しくはカウンターのスタッフまでお気軽に声をおかけ下さい。 

こんなことが

できます！ 

☆自動貸出機での貸出も可能です。 

（予約している本がある場合はカウンターへお尋ね下さい。） 

 
 
 
 

 
                                           

                                          【内容紹介】 
                                              人気スキースクールの指導法を大公開。 

                                              スキー板を履くところから始め、小さなステップを積み重ねて、 

                                              最終的にパラレルターンをめざしていく。 

  『小説集 真田幸村』 
     

    末國 善己/編  

    南原 幹雄ほか/著  

    作品社

   『箱根駅伝監督    
     人とチームを育てる、 

     勝利のマネジメント術』 
  

    酒井 政人/著    

    カンゼン 

  『こどもスキーわくわくレッスン』 
  

       岡部哲也スキースクール/監修  

      こどもと行くスキーガイド編集部/編 



明石市立図書館
日 月 火 水 木 金 土

1 2

休館日 休館日

3 4 5 6 7 8 9

休館日 休館日
おはなし
ひろば

10 11 12 13 14 15 16

おはなし会

17 18 19 20 21 22 23

休館日 休館日
文学講座
受付開始

プレ
イベント
開催※

24 25 26 27 28 29 30

DVD
上映会 休館日 おはなし会

31

西部図書館
日 月 火 水 木 金 土

1 2

休館日 休館日

3 4 5 6 7 8 9

休館日 休館日 おはなし会 てづくり会

10 11 12 13 14 15 16
ミニ

百人一首
大会

おやこで
えほん

どようの
えほんの会

17 18 19 20 21 22 23

DVD
上映会 休館日 休館日

すくすく
すいよう
タイム

おはなし会
にこにこ
かみしばい

24 25 26 27 28 29 30

休館日
おやこで
えほん

31

※プレイベントの参加募集は終了いたしました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

西部図書館

定例行事

どようのえほんの会

第１土曜日11：00～

：3～5歳向け

第３土曜日11：00～

：5歳以上向け

おやこでえほん

11：00～：0～2歳向け

11：30～：3・4歳向け

おはなし会

16：00～：4～5歳向け

すくすく・すいようタイム

11：00～：２歳までの

赤ちゃんと
保護者向け

にこにこ・かみしばい

11：00～：小学生まで

ＤＶＤ上映会

10：30～：こども向け

13：30～：一般向け

てづくり会

10:30～：幼児から小学生

(てづくり会へのご参加には

事前申し込みが必要です)

明石市立図書館

定例行事

おはなしひろば

11：00～：未就学児向け

おはなし会

11：00～：0～3歳向け

15：15～：4～6歳向け

16：00～：小学生向け

どようのえほんの会

11：00～：どなたでも

ＤＶＤ上映会

10：30～：こども向け

13：30～：一般向け


