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　今村幸治郎先生の作品は、色彩の鮮やかさと夢の
ある世界観で世界的に愛されています。
　この展覧会では、今村先生の数多くの作品の中から、
絵本作品と音楽をテーマとした作品を中心に展示し
ました。先生の追悼展ともなる今回の作品展を心行
くまでお楽しみください。

2・9・17・23・30日

※入荷済、入荷予定のものを含みます。町ホームページからも新着図書
　を検索できます。
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今月の一冊☆絵本☆

7月の休館日

『たなばたのねがいごと』
著者名：村中 李衣作、えがしら みちこ絵
出版社：世界文化社
内容：本当にすてきなねがいごとは、時間が
たっても、こわれたりなくなったりしないもの。
それって、なんだろう? あおいがたなばたの
短冊にこめたねがいとは…。家族のつながり
を描いた絵本。

ＴＲＣ週刊全点案内より転載

書　名 著者名 出版社
火花散る おいち不思議がたり あさの あつこ PHP研究所
スタンドアップ! 五十嵐 貴久 PHP研究所
空港時光 温 又柔 河出書房新社
絶望キャラメル 島田 雅彦 河出書房新社
官邸襲撃 高嶋 哲夫 PHP研究所
真夜中の子供 辻 仁成 河出書房新社
噛みあわない会話と、ある過去について 辻村 深月 講談社
ディス・イズ・ザ・デイ 津村 記久子 朝日新聞出版
道具箱はささやく 長岡 弘樹 祥伝社
偽姉妹 山崎 ナオコーラ 中央公論新社

タイトル 歌手名 発売元
　 アークティック・モンキーズ Hostess Entertainment
BEST HIT AKG 2 2012－2018    Sony Music Labels
the best STANDARDS  高橋 真梨子
五木ひろし全曲集 2018  五木 ひろし
日本の粋おもしろ名言・名調子  King Record

書　名 著者名 出版社
へんしんたんてい あきやま ただし 金の星社
あかちゃんが どんぶらこ! アラン・アールバーグ 徳間書店
おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ シンスケ PHP研究所
しゅくだいクロール 福田 岩緒 PHP研究所
ひきがえるにげんまん 最上 一平 ポプラ社

タイトル 出演者 発売元
  ウォルト・ディズニー・ジャパン
シン・ゴジラ  東宝
いわさきちひろ 27歳の旅立ち  ホライズン・フィーチャーズ
新ざわざわ森のがんこちゃん 1　 NHKエンタープライズ（販売）
新ざわざわ森のがんこちゃん 2　 NHKエンタープライズ（販売）

ASIAN KUNG－FU
GENERATION

JVCKENWOOD Victor
Entertainment（販売）
FIVE’S ENTERTAINMENT
King Record（販売）

トランクイリティ・ベース・
ホテル・アンド・カジノ

ジョニー・デップ、ハビエル・バルデム
ほか出演

パイレーツ・オブ・カリビアン
最後の海賊

長谷川 博己、竹野内 豊
ほか出演

押川 理佐作、
根本 圭子、IKKANほか声の出演
押川 理佐作、
根本 圭子、IKKANほか声の出演 ※16日（月）は開館

夏休みだ！

総
合
情
報
館
へ
行

！

こ
う

これで夏休みの宿題はバッチリ!?

7月21日（土）O
PEN!

日時／8月19日（日）16：00～
出演／今村樂さん（チェロ奏者）
　　　渡辺真理さん（ジャズピアニスト）

期間限定 7月・8月は、平日も9：00OPEN!!

今村幸治郎の世界
～色えんぴつが奏でる物語と音楽～

日時 7月14日（土）～8月26日（日）
 9：00～17：00
場所 総合情報館展示室2

ミニコンサート

知恵の      館だより環環芳賀町
総合
情報館 問総合情報館 ☎028（677）2525 図書館
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夏休みだ！夏休みだ！夏休みだ！
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これで夏休みの宿題はバッチリ!?これで夏休みの宿題はバッチリ!?

読書感想文・理科研究・工作本コーナー

読書感想文教室

1日司書にチャレンジ スタンプラリー&
　　　チャレンジカード

夏休みの宿題に役立つヒントがいっぱい!夏休みの宿題の参考にしてね♪

　文章を書くのが苦手な子ども
たち集まれ！ 本の読み方、文章
を書くコツを一緒に学びましょ
う！
日　時／8月1日（水）、23日（木）
　　　　10：00～11：30
場　所／総合情報館多目的室
対　象／小学生
参加費／無料
持ち物／筆記用具、感想文を書

きたい本
定　員／10人

書道教室
　ボランティアの先生と一緒に書道に
チャレンジしよう。書道の宿題も書き上
げられるかも!?
日　時／7月28日（土）、8月3日（金）

両日とも①10：00～12：00②
13：00～15：00の全4回
※何回参加してもOK!

場　所／総合情報館多目的室
対　象／小学生　　参加費／無料
持ち物／書道用具、半紙、新聞紙、下野書

道展用の用紙、各学年の手本
定　員／12人

　図書館のお仕事を体験しよう！
日時／7月25日（水）、26日（木）のう

ち1日9：30～12：00
対象／小学3年生以上の町内在住者
定員／各日先着3人
締切／7月22日（日）

　本を借りたり、展示作品を見たりし
てもらえるスタンプを集めて、すてき
なプレゼントをゲットしよう!
期間／7月21日（土）～8月31日（金）
対象／中学生以下

おばけの部屋 こども映画上映会

　夏といえば…おばけ!?
　怖さで涼しくなる本が大集合!「お
ばけの部屋」で暑い夏を乗り切ろう!
　毎週変わる「おばけクイズ」にもチャ
レンジしてね☆

　みんなで一緒に「忍たま乱太郎」の
冒険を応援しよう！事前申し込みは
不要です。
日　　時／8月11日（土）13：00～
上映映画／アニメ「忍たま乱太郎の
　　　　　宇宙大冒険」
場　　所／総合情報館多目的室
入 場 料／無料
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