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平成２８年１月２３日（土） 

明石市生涯学習センター子午線ホールにて 

明石市立図書館プレイベントを開催いたしました 
・市長あいさつ 

・あかし市民図書館の紹介 

・親子で楽しめる本の読み聞かせ講座 

・お楽しみ「英語で遊ぼう！」コーナー 

・なぜ？どうして？科学の不思議体験教室 

盛況のうちに幕を閉じることができました 

多くの方々にご来場いただき 

厚く御礼申し上げます 

●３月に市民のみなさまにアンケートを実施する予定です。 

合わせて新図書館へのご意見・ご要望もお聞かせください。 

ご協力よろしくお願いします。 

http://4.bp.blogspot.com/-Sh1llu1Lc_w/Urlml0rn0KI/AAAAAAAAcII/RYb6Fb4I4y0/s800/fukidashi_bw10.png


　　　　　　　　　　　　　 
 

 

 

 

明石文学ウォーク  
「境界から見た源氏物語と平家物語」 

 

日時：3月１３日（日） 

   １３：００～１５：００ 

場所：本館２階 図書館セミナー室 

定員：20名 

参加申込：2月２1日（日）より 

   明石市立図書館カウンター及び 

   お電話にて受付をします。 

内容：２月に行われた「文学講座」をもとに、   

   明石を巡ります。 

   「文学講座」に参加されていない方     

   も参加できます。 

市民アンケート 
  
 図書館内にて市民アンケートを実施する予定です。 

新しく生まれ変わる「あかし市民図書館」へのご要望等をお

聞かせください。実施日にご来館された際には、是非ご協力

くださいますようお願いいたします。 

 

●百人一首 ● 
明石市立西部図書館  

 平成28年1月10日(日) 

 

●福袋● 
明石市立図書館 ・西部図書館 

 平成28年1月5日(火)～ 

 図書館員がテーマを考え、テーマに沿ったおすすめ

本を福袋として用意しました。お好きなテーマを選ん

で、貸出をしていただき、どんな本が入っているかは、

開けてからのお楽しみという企画です。 

 今年もご好評をいただき、全ての福袋が貸出されま

した。 

  

  

今年も西部図書館では、みんなで 

 ”百人一首”を楽しみました。 

 今年は”かるた”も開催しましたので、

小さい子どもたちも参加して、盛り上が

りました。 

スターライト☆フェスティバル 
ｉｎ西部 

 

日時：２月１３日（土） 

   １５：００～２０：００ごろ 

場所：西部市民会館 ２階 練習室・テラス 

定員：先着１００名 

参加方法：申込は不要です。 

               直接ご来場ください。 

内容：ブックトーク・ミニコンサート・星の講座、 

   天体観望会を予定しています。 

バリアフリー上映会   
 

日時：2月２８日（日）  

   １３：３０～ 

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。   

おとなのためのおはなし会 
 

日時：２月２４日（水） 

   １４：００～１５：００ 

場所：本館２階 図書館セミナー室 

定員：３０名  

参加方法：申込は不要です。 

内容：友愛朗読１０７さんによるむかしばなし  

   の朗読を聞いたあとに、みなさまにも 

   ご一緒に読んでいただく参加型の、 

   おはなし会です。 

 

イベント報告！ 

１月はお正月らしい 

イベントを 

開催しました！

イベントのお知らせ 



     
 
 
 
 
 

 
 

【内容紹介】 
   「どうせ無理」に負けないで―。従業員たった１８人 

  の町工場で、世界で初めての爆発しないロケットエ 

  ンジン、人工衛星、世界に３つしかない無重力施設 

  を作り、宇宙開発の夢を叶えた著者が贈る名言集 

  です。    (請求記号 159) 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

【内容紹介】 
セカンドライフのプランニングブック。生活費、貯蓄、 

年金、医療・介護から、住まい、親の相続まで、リタ

イア前に「これだけは知っておきたい」基礎知識を 

解説しています。   (請求記号 591) 

   一般カウンターに設置している自動貸出機を使い、ご自身で 

   貸出の手続きをしていただけます。 

   操作方法はとてもかんたんですので、ぜひご活用ください。 
 

   ※自動貸出機のご利用にはパスワードが必要となります。 

   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ください。 

 
 
 
 

 
                                                           

                                                                                              【内容紹介】 
                                                 完璧なオーロラを見たいなら、いつ、どこへ行けばいい？ 

                                                 素敵な偶然に出会える場所と時間を探して、自分好みの旅をアレンジしよう！ 

                  １月１日から１２月３１日まで、その日最高の体験ができる３６５のベストスポット 

                  を紹介しています。    (請求記号 290.9) 

  『５０歳からの  

   ハッピーリタイア準備 
       

      どう暮らす？安心老後の 
    生活設計、教えます  』 

 
     

    畠中 雅子/著  

    宮里 惠子/著  

    技術評論社

   『 思うは招く 
 
     自分たちの力で                    

      最高のロケットを作る！ 
                                  
                                  Hope  lnvites  』 

                             

植松 努/著    

    宝島社 

  『３６５日、今日行くべき世界で一番すばらしい場所』 
  

       サラ・バクスター/編著  

      駒野谷 理子/ほか訳 

      日東書院本社 

ご存知ですか？ 『自動貸出機』 

※予約資料を貸出される場合は カウンターまでお越しください。 



明石市立図書館
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

休館日
おはなし
ひろば

どようの
えほんの会

7 8 9 10 11 12 13

休館日 おはなし会

14 15 16 17 18 19 20

休館日 休館日

21 22 23 24 25 26 27

文学講座 休館日 おはなし会
おとなの
ための

おはなし会

28 29

ＤＶＤ
上映会 休館日

西部図書館
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

休館日
どようの
えほんの会

7 8 9 10 11 12 13

休館日
おやこで
えほん

おはなし会

てづくり会
スターライト☆
フェスティバル
ｉｎ西部

14 15 16 17 18 19 20

休館日 休館日
すくすく
すいよう
タイム

どようの
えほんの会

21 22 23 24 25 26 27

ＤＶＤ
上映会 休館日

おやこで
えほん

おはなし会
にこにこ
かみしばい

28 29

休館日

 

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 

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)


