
意：ラテン語の「図書館」 

  

4月 グレーの日は休館日  

日    月   火   水   木   金   土 月 火 水 木 金 土  

     1 2  
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10 １1 １2 13 14 15 16  

17 18 19 20 21 22 23  

２4 ２5 26 27 28 29 30  

        

開館時間：9:00～19:00 

休 館 日：毎週月曜（月曜が祝日の場合 

その翌日）、年末年始 

電  話：0867-44-2012 

Ｆ Ａ Ｘ：0867-44-2020 

メ ー ル：toshokan_ch@city.maniwa.lg.jp 

所 在 地：〒717-0013 

真庭市勝山 53-1 

真庭市立中央図書館 

 

おはなしひろば クレヨン 

日時：4 月 15 日(金)10 時 30 分から 

場所：２階 キッズスペース 

対象：赤ちゃんから（プレママ・プレパパも

大歓迎） 

内容：絵本のよみきかせ・ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ・ 

体を動かす体操など 

まほうのポケット おはなしの会 

日時：4月 1日（金）10時 30分から 

場所：２階 キッズスペース 

対象：赤ちゃんから 

内容：絵本のよみきかせ 

朗読会 

日時：4月 14日（木） 

場所：2階 会議室 

内容：滴一滴を読む、発声練習他 

★定例行事★ 

回覧 2022年 4月 1日発行 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

各種行事・休館日が変更になる場合がござい 

ます。ご了承ください。 

中央図書館だより  ビブリオテ～カ 

４月２３日（土）～ 

『絵本
え ほ ん

塾
じゅく

』 
1 冊の絵本をとりあげて、 

好きなところやいいなとおもった 

ところ、なんでかなとおもったこと 

をおはなししましょう。 
進行 山崎由紀子さん 

   『身ぶりの表現・ごっこあそび・劇づくり』 

（フォーラム A）著者 

☆今後は毎月開催予定です☆ 

新年度が始まりましたね。中央図書館も新たな気持ちで皆さんを 

お迎えしたいと思います！ 

Bibliotheca4 
 

真庭市立図書館全館イベント 

はじめまして 

新
あたら

しく館長
かんちょう

をやらせていただくことになりました 

西川
にしかわ

正
ただし

ともうします。 

わたしは、エンデの『モモ』という本
ほん

が好
す

きです。 

あなたは、どんな本
ほん

が好
す

きですか？ 

わたしは、ヤキイモが好
す

きです。あなたはどんな食
た

べ物
もの

が好
す

きですか？

ぜひわたしに教
おし

えてください。図書館
としょかん

でお待
ま

ちしています。 

どうぞよろしくおねがいいたします。 

 

台紙のマスの中に書いてあるジャンルの本を、 

真庭市内の図書館で借りたら、スタンプを押してもらえます。 

台紙のマスが縦・横・ななめのいずれか 1 列そろったらビンゴ!! 

素敵な景品を差し上げます。 

 

真庭市立図書館 Facebook・Instagramやってます➡ 

今回のテーマ 

 『おおかみと 

七ひきのこやぎ』 

（福音館書店） 

日時 

 4 月17 日（日） 午後 2時～午後 3 時 30分 

場所 

 中央図書館 3階会議室 

対象 

 3 才くらいから大人まで 

定員（要申込） 

 10 名 

はじまります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャンル タイトル 人名 

えほん どうしてパパとけっこんしたの？～どうぶつたちのそれぞれのこたえ～ 桃戸 栗子 

 てんのくぎをうちにいったはりっこ 堀内 誠一 

ちしき みんなが知りたい！宝石のすべて 「宝石のすべて」編集室 

 まるごとたまねぎ～ねぎのこともよくわかる！～ 八田 尚子 

よみもの あしたへの翼～おばあちゃんを介護したわたしの春～ 中島 信子 

 探検！いっちょかみスクール 魔法使いになるには編 宗田 理 

ジャンル タイトル 人名 

人生訓 キミは、「怒る」以外の方法を知らないだけなんだ 森瀬 繁智 

民話 おかやま鳥の民話 立石 憲利・入澤 知子 

住まい いちばん楽しいマンションの間取り図鑑 リノべる。 

音楽 おうちでできる「のど筋トレ」 東 哲一郎 

将棋 羽生善治の実践 次の一手 羽生 善治 

小説 連鎖犯 生馬 直樹 

 繭の季節が始まる 福田 和代 

 スター・シェイカー 人間 六度 

★日時：4 月2 日（土）１４時～（上映 76 分）  

『ガリバー旅行記』  

 地図にもない小島に流れ着いたガリバー。そこはリリパットという 

小人たちがすむ国でした。 

★日時：4 月14 日（木）１４時～（上映 115 分） 

『タレンタイム 優しい歌』 
たくさんの民俗が暮らす街で音楽コンクール“タレンタイム” 

に挑戦する若者たちの青春を描く。マレーシア映画。 

 

       

 

中央図書館 DVD上映会 シアターへ行こう 

※毎週土曜日に新着資料が並びます。 
☆一般書☆ 

新着案内 

☆児童書☆ 

場所：3 階映像シアター 

★日時：4 月17 日（日）  

『ハニーランド 永遠の谷』（上映 86 分） 

 北マケドニアに暮らす自然養蜂家の女性を追ったドキュメンタリー。  

人間と自然の存在の美しさや希望を描き出していく。  

   ❶10 時から ❷13 時 30 分から ➌１８時から 

【定員】２６名（事前予約可。当日受付は朝９時より各回取り扱い） 

【参加費】一般 1000円、高校生以下無料    

 

場所：3 階映像シアター 

2019 年製作 /北マケドニア  

アカデミー賞史上初  

ドキュメンタリー映画賞  

国際映画賞 2 部門同時ノミネート  

※字幕にてお楽しみください。 

※字幕にてお楽しみください。 


