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　資料詳細表示に「音声読み上げ」の
表示がある資料は、音声読み上げ機
能が利用できます。音声読み上げ機
能を利用すると、通勤や通学の時間
などを活用して効率的な読書をする
ことも可能です。
　音声読み上げ機能についての詳し
い説明や設定方法は、こちらから⬇

　「電子書籍ビューワ（リフ
ローコンテンツ用）の使い
方」の、「音声読み上げ機能の使い方」
の項目を参照ください。

電子書籍の便利な機能
～（音声読み上げ編）～

「水辺のワンダー」
橋本淳司 著 / 文研出版

「今日から使える企業の SNS危機管理マニュアル」
小木曽健 著 /晶文社

「あいまい・ぼんやり語辞典」
森山卓郎 編 / 東京堂出版

「道」
白石一文 著 /小学館

「ファイナル・ツイスト」
ジェフリー・ディーヴァー 著　池田真紀子 訳 / 文藝春秋

「土砂災害の疑問55」
日本応用地質学会災害地質研究部会 編 /成山堂書店

「トラからぬすんだ物語」
テェ・ケラー 作　こだまともこ 訳 / 評論社

「バスが来ましたよ」
由美村嬉々 文　松本春野 絵 /アリス館

「ロケットペンギン」
中川ひろたか 文　ロケットくれよん 原案　北村人 絵 /
世界文化ワンダークリエイト
「わたしとあなたのものがたり」
アドリア・シオドア 文　エリン・K．ロビンソン 絵
さくまゆみこ 訳 /光村教育図書
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KIDS　DANCE　COURSE
キッズダンス講座受講者募集！

みんなで振り付けを覚えながら、楽しくダンスしよう！
時水曜日18：00～18：45
10月～12月（全11回）

場３階防音スタジオ
講増田倫子氏
￥1回800円（支払いは月謝制）
定10人（先着事前申込制）
対小学1年生～小学6年生（保護者の送り迎え必須）
備詳しくはホームページ情報を確認してください。
申・問市立図書館   生涯学習フロア

イベント＆お知らせ

Y
ヤングアダルト
A 「映えごはん」

一般書
「もしもに備える」
「芸術を学ぶ」
「転換・変わり目」

児童書
「キラキラおほしさま」
「もふもふ大集合!（動物）」

85歳の母親が認知症と診断され、
93歳の父親が介護をすることに。両親
と離れて暮らす映像作家の娘は良心の
呵責を抱き、時に涙を流しながら両親
の介護を記録します。
　娘が記録した超高
齢夫婦の介護の日々
は、どこかユーモラ
スで愛に溢れていま
す。

　ちいさなうさぎちゃんが
ないていると、やさしいお
ばけがお月見をしようと準
備をしてくれます。ふた
りのお月見はどんなお月見
だったでしょう。
　今年のお月見(十五夜)は
9月10日です。絵本を読ん
で本物のお月見も楽しんで
みませんか？

「ぼけますから、
よろしくお願いします。」
　信友 直子 /著 新潮社

「おつきみおばけ」
　せなけいこ /作・絵 ポプラ社

3日（土）14:00～ 守口えほんの会
10日（土）14:00～ くすの木　絵本
16日（金）11:00～ 絵本の読み手サークルわくわく
17日（土）14:00～ 朗読ボランティアサークルこまどり
24日（土）14:00～ 守口市立図書館スタッフ
28日（水）11:00～ 絵本の読み手サークルどんぐり

場おはなしのへや

漆ラボ「金継ぎ」連続講座
茶の湯の世界で愛され、数寄者たちを魅了した金継ぎは、

その品の背景にある物語を重視する日本人の精神性をもっと
もあらわした手仕事です。
今回は、お手元のうつわを持参し、希望の加飾方法で金継

ぎを仕上げます。本漆を使用した本格的な金継ぎの連続講座
です。
時第１回   9月25日（日）くっつけ(接着)
第２回　10月9日（日）研ぎとサビ付け
第３回　10月23日（日）研ぎと塗り
第４回　11月6日（日）金粉を蒔く、乾かす
第５回　11月20日（日）金粉を漆で固める
　　　　/ 堤浅吉漆店の堤卓也氏による漆に

ついて講演会
第６回　12月11日（日）磨き/講評会。
各日ともにいずれも13:00～15:30（全6回）

場3階会議室1
講唐澤祥子氏（漆藝家）
定10人（先着事前申込制）
￥20,000円（材料費込み※金粉は別途購入）
申３階受付窓口、または電話にて受け付け

「10歳若返り」展示2022
in 守口市立図書館　関連イベント

【座って出来る健康体操】
機能訓練指導員の講師のもと、座ってできるツボ押しやス

トレッチに取り組みます。体操を通じて健康寿命を伸ばしま
しょう‼
時9月23日(金・祝)   ①9:40～   ②11:00～各回40分
場３階防音スタジオ
定各回9人（先着事前申し込み）
申9月2日（金）10:00～電話にて受け付け
【バナナアートに挑戦】
竹串でバナナに絵を描いて脳を活性化しましょう‼

対成人
時9月19日(月・祝)   ①10:00～   ②14:00～先着各回8人
場１階交流スペース

ランチタイムコンサート
サックスアンサンブルの素敵な音色をぜひ図書館でお楽し

みください。
時9月17日(土)13：00～13：40
場1階交流スペース（ロビー）
演Roka saxophone ensemble
備詳しくはホームページまで。
問市立図書館   生涯学習フロア

図書館でボードゲーム
子どもから大人まで、みんなでたのしめるボードゲームで

遊んでみませんか？はじめてでも大丈夫！スタッフがサポー
トします。
家族や友達と一緒でも、１人でも参加できます。ボードゲー
ムの魅力を体感してください。
内ナンジャモンジャ、ねことねずみの
大レース、ドブル、カタンなど

時9月18日(日)13：00～16：00
場３階スタジオエリア
申不要
対４歳以上

新刊案内

９月のおはなし会

９月の本の展示

よろしくお願いします。」 「おつきみおばけ」

おすすめ図書

電子書籍の便利な機能

電子
図書館

中高生向け調べ学習イベント
「ゴー・ゴールズ！すごろくで遊んで、未来をつくる」
「ゴー・ゴールズ！」は、楽しく遊びながらSDGsを学べるす
ごろくゲームです。すごろくに使うSDGsの17課題に関する
クイズを参加者全員で作成し、そのクイズを使ったすごろく
ゲームで遊びます。ゲームを楽しみながら、SDGsについて学
び、考えられるイベントです。
時9月25日(日)14:00～16:00
場３階防音スタジオ
定先着15人
申9月1日（木）9:00より3階カウ
ンターまたは電話にて受け付
け。定員になり次第終了。

対中学1年生～高校3年生
持はさみ・のり・筆記用具（色ペン等）
備「ゴー・ゴールズ！」は国連地域広報サービス（UNRIC）が、
Elyxの創作者ヤシン・アイトゥ・カシ（YAK）の協力を得てつ
くり、国連広報センター（UNICTokyo）が日本語版を制作し
たものです。


