
 

中  東  「百花」  （小説）  

     川村 元気／著 文藝春秋／発行 

認知症と診断され、徐々に息子を忘れていく母と、母との思い出を蘇えらせて 

いく息子。二人には忘れることのできない事件があった。現代に新たな光をなげか

げかける愛と記憶の物語。 

 
      
中 東 「読書する人だけがたどり着ける場所」（総記） 

    齋藤 孝／著 ＳＢクリエイティブ／発行 

毎日情報に触れているのに、知識が深まらないのはなぜか？「読書が人生の 

深みをつくる」との前提のもと、ネットやＳＮＳも活用しながら、どんな本

をどう読むかを伝える。章末ではそれぞれのテーマの名著も紹介。 

開館時間：午前９時～午後５時 

下記は夜間延長開館日です。 

中央図書館：水、木  午前９時 

大東図書館：木 

大須賀図書館：金   午後７時 

 

 

 

 

 

 

所蔵状況→   中央図書館：中   大東図書館：東   大須賀図書館：須 

 

 

 

  

  

  

                

【所蔵状況６月２０日現在】 

タ   イ   ト   ル 分 類 人   名 所 蔵 館 

京大変人講座 学問 酒井 敏／著 中 

淡路島・松帆銅鐸と弥生社会 歴史 兵庫県立考古博物館／編   東 

遠州考 静岡県 長谷川 智／筆 中  東 須 

進路決定 資格・検定・職業ガイド 就職  中 

2つの粒子で世界がわかる 量子力学 森 弘之／著 中 

富士山噴火と南海トラフ 地震 鎌田 浩毅／著 中 

虫ぎらいはなおるかな? 昆虫 金井 真紀／文と絵 中 

歳を重ねても素敵でいたいいつもの大人服 洋裁 吉川 秀子／著   東 

野菜とハーブの水耕栽培 家庭菜園 北条 雅章／監修   東 

市原悦子ことばの宝物 演劇 市原 悦子／著   東 

万葉集の発明 万葉集 品田 悦一／著 中 

もののふの国 小説 天野 純希／著 東 須 

彼女たちの場合は 小説 江國 香織／著 中 東 須 

玄宗皇帝 小説 塚本 青史／著  須 

夢見る帝国図書館 小説 中島 京子／著 中 東 

蒼色の大地 小説 薬丸 岳／著 中 東  

海の乙女の惜しみなさ 小説 デニス・ジョンソン／著 中 東  

図書館司書と不死の猫 小説 リン・トラス／著   東 

★ホームページ・Ｔｗｉｔｔｅｒ・Ｆａｃｅｂｏｏｋも更新中です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県子ども読書アドバイザーの三浦康子さんが、掛川市内にある３つの図書館を巡っておはなし

をしてくれます。よみきかせ、わらべうたや、優しい音の楽器「オートハープ」 

もあり、子どもだけでも、親子でも楽しめる会です。ぜひお越しください。 

 

日時：８月１８日（日）             場所 

中央図書館 ：午前１１時   ～１１時３０分  おはなしのへや 

大東図書館 ：午後 １時３０分～ ２時     おはなしのへや 

大須賀図書館：午後 ３時   ～ ３時３０分  絵本のへや 

～ 

◆日本茶インストラクターと学ぶお茶講座◆ 

 おいしいお茶を飲みながら、お茶の歴史や種類について学んでみませんか。 

日程  第１回 ８月２１日（水） 深蒸し茶の歴史 

    第２回 ９月１１日（水） お茶の多様性を楽しむ（予定） 

    第３回 １０月２日（水） 本や物語の中にでてくるお茶のシーン（予定） 

時間  午後２時～午後３時３０分   

場所  中央図書館  会議室Ｂ 

講師  日本茶インストラクター協会 掛川支部 戸塚久美子さん ほか 

参加費 毎回５００円（お茶、お菓子代）  持ち物 筆記用具 

定員  ２０名（抽選） 

申込み ７月２６日（金）まで  

お問い合わせ 掛川市立中央図書館 

       ☎ 0537-24-5921 

 

 

一部の照明を落とした館内で、ＢＧＭを聴きながら読書をお楽しみいただけます。 

いつもどおりの貸出・返却もできます。 

日時：７月１９日（金）午後５時～８時３０分共催：ほんわかブッククラブ 

夏の夜の図書館暑い夜は、いつもと違う雰囲気の図書館で過ごしませんか？ 

 

応募者多数の場合は、抽選とさせていだきます。

当選された方には、後日連絡させていただきます。 

できるだけ３回通して

参加いただけるよう 

お願いします。 

ホームページ 

ＱＲコード 



掛川工業高校の生徒さんと一緒に、虹色の光を放つ

ホログラム万華鏡を作ります。 

日 時：８月８日（木）午後１時～２時 

場 所：２階 体験工房 

定 員：小学生１５名（低学年は保護者同伴） 

申込み：７月１７日（水）午前９時～ 

●●今月の特集●● 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 
◎木村鐡雄の世界・・・開催中～７月７日（日） 

終の棲家として掛川で 20年余を過ごした美術家 

木村鐵雄氏の足跡と作品を紹介する展覧会です。 

◎ジモトノシゴト展・・・７月２３日（火） 

                  ～８月４日（日） 

 

 

★絵本のよみきかせと簡単な工作 

（対象：幼児から小学校低学年まで） 

 
おはなしじゅうたん 

中 央  7月 13・27日（土）午後 3時～ 

おはなしたまてばこ 

大 東  7月  6・20日（土） 

午前 10時 30分～ 

おはなしきしゃぽっぽ 

大須賀  7月 13・27日（土）午後 3時～ 

 

 

★よみきかせ会ひまわり 

のおはなし会 
 

中 央 7月 3・10・17・24・31日（水） 

午後 3時～ 
 

 

★絵本のよみきかせと楽しい手遊び 

（対象：乳幼児と保護者） 
えほんのへや 

中 央  7月  5・12日（金）午前 10 時 30分～ 

おはなしたまご 

大 東 7月  5・12日（金）午前 10 時 30分～ 

おはなしバス 

大須賀 7月  19・26日（金）午前 10時 30分～ 

印の日は子育てコンシェルジュの 

子育て相談があります。 
 

★おすすめ絵本の紹介 

「え（ほ）んむすび」 

（対象：大人） 

テーマ「海」 
中 央  7月 19日（金）午前 10時 30分～ 

 

 

◆夏休み工作教室◆  

「ダンボールで迷路をつくろう！」 

ダンボールの台紙の上に細いダンボールを貼って、

ビー玉を転がして遊ぶボード型迷路を作ります。色

を塗ったり、道を変えたり… 、自分だけのオリジ

ナル迷路をつくりましょう。 

日時：８月１日（木）午後１時３０分～３時 30 分 

場所：会議室Ｂ   参加費：無料   

持ち物：筆記用具、はさみ、定規、カッター、 

シール等 

対象：小学生 １５人（３年生以下は保護者同伴）  

申込み：７月２日（火）～７月７日（日） 

応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 

◆掛川工業高校生による夏休み科学体験講座◆ 

「紙ひこうきをとばそう！」 

針と糸を使わず、フェルトで思わず食べたくなる 

ミルフィーユケーキを作ります。 

日 時：7 月 27 日（土） 

午前９時３０分～11 時 

場 所：２階 読書室  

定 員：小学生 12 名（１･２年生は保護者同伴） 

持ち物：なし 

申込み：７月 9 日（火）午前９時～ 

◆夏休み講座◆ 

「フェルトでケーキをつくろう！」 

横須賀高校ｻｲｴﾝｽﾗﾎﾞ部の先生、生徒さんと一緒にオ

リジナル時計を作ります。 

日 時：８月３日（土） 

午前 9 時 30 分～11 時３０分 

場 所：２階 読書室       

定 員：小学生 15 名 

持ち物：汚れてよい服装、筆記用具、絵具セット 

申込み：７月 9 日（火）午前９時～ 

◆夏休み講座◆ 

「ねことけいをつくろう～とけいのしくみ～」 

◆おばけやしき◆ 

大好評のおばけやしきがパワーアップして帰ってきました！ 

暑い夏は、おばけやしきで“ひやっ👻”としませんか？ 

おばけが首を長くして待ってます♪ ぜひ、お越しください。 

期間：７月 26 日（金）～９月１日（日）場所：２階 視聴覚室 

おばけやしきでよみきかせ：8 月 20 日（火）～23 日（金） ねことけい フェルトのケーキ 

☆趣味の友 きりえ 作品展示☆ 

『ツートーンの美  

広重東海道五十三次剪刃画 他』 

日 時：７月３１日（水）～８月４日（日） 

 午前９時３０分～午後４時３０分 

※４日は正午終了 

場 所：生涯学習ホール 

 

◆郷土ゆかりの部屋 展示◆ 

《親子切り絵体験》 

日 時：８月３日（土） 

 午前１０時～１１時３０分   

午後１時３０分～３時 

対 象：小学生４年生以上  

午前、午後とも小学生先着１０名 

※当日、展示会場受付にて、 

保護者同伴で申込みをお願いします。 

 

◆大東図書館 夏休み講座◆ 

「からくりボックスをつくろう！」 

持ち手を回すと動物が走りだす！ 

日 時：８月７日（水）午後１時３０分～３時 

場 所：２階 体験工房 

定 員：小学生１５名 

持ち物：定規、ペン（油性）、はさみ 

申込み：７月２４日（水）午前９時～ 

◆大東図書館 夏休み講座◆ 

「ホログラム万華鏡」 

「周恩来の師 松本亀次郎」 展示中～９月１日（日） 

※７月２７日（土）午前１０時から１１時まで展示説明を行います。 

●一般コーナー 

『夏が来る ! 準備は OK？』 

暑さ対策から、余暇の過ごし方まで、準備 

に役に立つ本を集めました。 

『海』 ～あおい いのち～ 

命の故郷である海。この夏 探索しませんか？ 

 

図面印刷された紙を切り、組み立てて紙飛行機を

作ります。うまく作ると学校の体育館を端から端

まで飛ぶような飛行機が作れますよ！ 

日時：８月２０日（火）午後１時３０分～３時 

場所：会議室Ｂ  参加費：無料   持ち物：なし 

対象：小学生 ３０人（３年生以下は保護者同伴） 

申込み：７月１６日（火）～７月２１日（日） 

応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 

 

 


