
参加者の感想

松元小学校 ５年 女子

私は、友達にさそわれて、鹿児島市立図書館

の「レッツ イングリッシュ イン図書館」に

行きました。

最初は、簡単な英会話でした。学校でも聞い

たことがある会話だったので、楽しく参加し、

英語の質問にも答えることができました。   

次に、英語絵本の読み聞かせがありました。

英語の意味はあまり分かりませんでしたが、と

ころどころ「こういう意味なのかな。」と想像し

ながら聞いていました。

最後に、私たちは一人一人の先生方とサイン

の交かんをしました。外国の人からサインをも

らうのは初めてだったので、とてもウキウキし

ました。サインの交かんが一番いい思い出にな

りました。

♪Let's  English  in  図書館♪
７月１２日（土）、

小学生以上を対象

に し た 「 Let's 

English in 図書館」

を開催しました。

当日は70人を超

えるたくさんの

方々が参加し、英

語絵本の読み聞かせや、ALT の先生の母国紹介に耳

を傾けました。

最後は、小学生と 5人の ALT の先生方とのサイン

交換等もあり、異文化を知るいい機会になりました。

豪華三団体 夢の共演

7 月 19 日（土）は、

毎年恒例の図書館フェ

スタを開催しました。

鹿児島童話会、りとるコ

アラ、おはなしカメさんの三団体によるおはなしや人

形劇に、会場は楽しく盛り上がりました。

【おはなし会プログラム】

鹿児島童話会

「一乗院の仁王さん」「きつねの恩返し」

りとるコアラ

   「ふるやのもり」「およぐ」「わにわにのおふろ」

おはなしカメさん

   人形劇 「おばけいしゃ」

大盛況の図書館フェスタ!!    

東桜島小学校で

移動図書館おはなし会 開催

今年の移動図書館おはなし会は、東桜島小学校

で行いました。

それぞれ 3、000 冊の本を積んだ移動図書館車 2

台が訪問し、図書館職員と「おはなし文庫がらがら

どん」のみなさんが読み聞かせや人形劇などのおは

なし会を実施しま

した。お世話になっ

た東桜島小学校の

先生方、生徒のみな

さん、ありがとうご

ざいました!
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【2人の先生方による英会話のようす】



１０日（日）14:00～

「父と暮せば」（邦画）

原爆投下から 3 年後の広島。図書館に勤め

る美津江の前に、一人の青年が現れた･･･

２４日（日）14:00～

「フランシスコの 2 人の息子」（洋画）

ブラジルの農民フランシスコの夢は、息子たち

をプロのミュージシャンにすることだった。

一般書貸出ベスト 10
【文 学】   （８月８日現在）

１ 夢幻花       東野 圭吾 PHP 研究所

２ 無縁旅人      香納 諒一  文藝春秋

３ 紫匂う       葉室  麟   講談社

４ マスカレード・ホテル

            東野 圭吾   集英社

５ 禁断の魔術（ガリレオ）

            東野 圭吾  文藝春秋

６ 紅花染め秘帳（はやぶさ新八御用旅）

            平岩 弓枝   講談社

７ 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾   講談社

８ 首折り男のための協奏曲

伊坂幸太郎  新潮社

９ グレイ       堂場 瞬一   集英社

10 戌亥の追風     山本 一力   集英社

※ ランキングの詳細は図書館HP にも掲載して

あります。

♪ ８月行事 ♪

１０ 日 図書館シネマ 「父と暮せば （邦画）」

１４ 木 おはなしのじかん

１６ 土
がらがらどんおはなし会

子ども映画会「ビルマの竪琴」

１７ 日 読書感想文教室（ファイナル）

１８ 月 学校等関係職員読書指導研修会

２０ 水 自分史づくり講座（6 回目）

２１ 木 おはなしの時間

２２ 金 あかちゃんのためのおはなし会

２３ 土 キッズタイム 「ちいさなたね」

２４ 日
図書館シネマ

「フランシスコの 2 人の息子（洋画）」

２７ 水 風雲！幕末特別図書展

２８ 木 おはなしのじかん

３０ 土 キッズタイム

『井沢元彦の激闘の日本史

～南北朝動乱と戦国への道～』

井沢 元彦 著

KADOKAWA

（２１０．４イ）

南北朝動乱、そして信長・秀吉・

家康の天下統一･･･。「応仁の乱」

以前とそれに続く戦国乱世を縦断

的に俯瞰。歴史の因果関係を探り、

通史だけでは分からないドラマに

斬り込む。

『仮想通貨革命～ビットコイ

ンは始まりにすぎない～』

野口 悠紀雄 著

ダイヤモンド社

     （３３８．ノ）

仮想通貨が経済・社会の枠組み

を変え、ビジネスや日常生活をも

変えようとしている。従来の通貨

が脅かされるとき、何が起きるの

か。そのインパクトと日本経済の

課題を明らかにする。

『ハングリーゴーストと

  ぼくらの夏』

長江 優子 著

講談社

    （９１３．６）

  森の中で、ぼくは 1945 年の

ゴーストに会ってしまった。シン

ガポールに住む間中朝芽は、雨上

がりの植物園で出会ったサルつ

かいに、「奇跡の木」の植物標本

を探すよう頼まれるが･･･

８月の図書館シネマ

学びの場としての市立図書館〈７月利用〉

☆ 職場体験学習

鹿児島女子高（3 人）（6 月 30 日～7 月４日）

谷山北中（2 人）     （９日～１１日）

鹿児島玉龍中（3 人） （１０日～１１日）

☆ 社会体験研修

南小学校  （1 人）       （25 日）

☆ 図書館突撃取材

八幡小学校 6 年生（11 人）    （２日）

図書館講座のお知らせ

日時：9 月 11 日（木）10：30～12：00

講師：福田賢治氏（維新ふるさと館 特別顧問）

演題：開成所設立と薩摩の近代化

申込：8 月 31 日（日）までに市立図書館へ


