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問市立図書館  ℡06-6905-3921
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最新情報を
発信中

内内容　時日時　場場所　対対象　講講師　演演者　￥費用（無料の場合は掲載を省略しています）　定定員　保一時保育　持持ち物
提提出　配配布　備備考　注注意事項 予予約　申申込・申請　問問い合わせ ℡電話番号　 フリーダイヤル　FAXファクス　 メール

「国際会議の大事典」
鈴木　一人 /監修　富田　麻理 /監修　関　眞興 /
監修　くもん出版

「水族館のアシカはいくらで買える？」
野崎　敏彦 /著　合同フォレスト

「｢北欧デザイン｣の考え方」
渡部　千春 /著　誠文堂新光社

「小説家の一日」
井上　荒野 /著　文藝春秋

「世界の望む静謐」
倉知　淳 /著　東京創元社

「身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本」
かきもち /著　翔泳社

「考えたことなかった」
魚住　直子 /著　西村　ツチカ /絵　偕成社

「くまの子ウーフのたからもの」
神沢　利子 /作　広瀬　弦 /絵　ポプラ社

「わらってよピッコ」
ルイス・スロボドキン /さく　こみや　ゆう /やく
福音館書店

「へいおまち！」
彦坂　有紀 /作　もりと　いずみ /作　講談社

休館日

Call for Artists 2023
4月、6月ロビーコンサート出演者募集!!
ロビーコンサートの出演者2枠を募集します。音楽の力で図書館

を盛り上げてくれる人の応募をお待ちしています。
時4月15日、6月17日（土）17：00～17：50
詳しくはホームページのイベント情報を確認してください。
問市立図書館   生涯学習フロア
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「もっと知りたい社会のこと」
一般書
「こころのセルフケア」
「芥川賞・直木賞」
「スキルアップ!」

児童書
「お正月」
「ことしのえとは？うさぎの本」

　お正月になぜ鏡餅を飾るの？
おせちにはどんな意味が込めら
れているの？
　暮らしの中で受け継がれてき
た日本の年中行事を、かわい
いイラストでわかりやすく解説。
自分の家や地域との違いを比
べるなど、さま
ざまな楽しみ
方ができる一
冊。

　日本全国の代表的なご当地雑
煮を、写真や作り方とともに紹
介。バラエティに富んだ各地の
お雑煮には、その地域ならでは
の歴史や文化が反映された物語
があるのです。みんなちがって
みんないい。お正月のおもちが
余っていたら、この本を参考に、
ぜひ新しい
お雑煮に挑
戦してみて
ください。

「はじめての行事えほん」
　小川　直之 /監修
　竹永　絵里 /絵
　パイインターナショナル

「お雑煮マニアックス」
　粕谷　浩子 /著
　プレジデント社

7日（土）14:00～ 守口えほんの会
14日（土）14:00～ くすの木　絵本
20日（金）11:00～ 絵本の読み手サークル わくわく
21日（土）14:00～ 朗読ボランティアサークル こまどり

場おはなしのへや

陶芸ラボ「干支の置物　卯
うさぎ
をつくろう」

新年の干支をつくる陶芸体験ワークショップを開催します。
粘土は「はかり」を使い、マニュアルどおりにパーツを貼り付け、

うさぎを作りながら、陶芸の特徴を学ぶ、簡単で楽しい土遊びです。
時1月29日（日）   ①10:00～12:00   ②13:30~15:30
場3階会議室1・2
対小学生（保護者1人同伴必須。小学1.2.3年生は保護者の手伝い要）
講村上一陶氏（守口市八雲に八番窯を構え、守口市美術展では守口
市長賞受賞）

￥1,500円（材料費込）
定各回先着10人（事前申し込み制）
申1月5日（木）9:00～電話にて受け付
け

問市立図書館   生涯学習フロア

ランチタイムコンサート
守口市他関西を中心に、活動されている今井佑香さんによるサク

ソフォンの演奏を、ぜひ図書館でお楽しみ
ください。
時1月21日（土）13:00～13:40
場1階交流スペース（ロビー）
演今井佑香氏
曲　 バラード／A.リード、映画《ひまわり》
より愛のテーマ、Hey Jude   他

備曲目は変更する場合あり
問市立図書館   生涯学習フロア

育みファミリーコンサート
子育てファミリー、プレママ、パパ。そして、すべてのファミリーの
ためのコンサートを開催します。
時2月4日（土）14:00～15:00
場4階多目的ホール
演大久保和慧氏（ピアノ）
齊藤尚男氏（ベース）

￥中学生以下500円、
３歳以上小学生以下300円、
２歳以下は無料
※自由席

定先着120人
申1月4日（水）10:00より窓口、電話にて受け付け。
備０歳から参加可。当日12:30よりペットボトルで作るマラカスの
工作教室を開催。詳しくはホームページ情報を確認してください。

問市立図書館   生涯学習フロア

和とじのノート作り
講師による和とじについての話と、和とじの基本となる『四つ目

綴じ』でノートが作れる講座です。表紙や装丁の色を自由に選んで
自分だけのノートが作れます。
時2月19日（日）14:00～16:00
場3階会議室1・2
定先着10人
￥1,000円（材料費）
申1月13日（金）9:00より電話にて受け付
け

対中学生以上
講atelier ROSE＆SATY主宰   井上淳子氏

初めて触る！スマートフォン体験講座
『これからスマホを使ってみようかなという人』『スマホに興味は
あるがちょっと試しに操作してみたいという人』向けに、スマホの
持ちかた～画面操作～スマホの操作などをスマホを使って楽しく体
験できます。
時2月9日(木)10:00～12:00
場3階会議室1・2
講スマホアドバイザー
（ソフトバンク株式会社）
定先着20人（事前申し込み制）
備一人一台スマートフォンを貸し出し
申1月6日（金）10:00より電話にて受け付
け

注 開催10日前の時点で申し込み状況が10人未満の場合は中止
問市立図書館   生涯学習フロア

1月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

資料整理期間の休館のお知らせ
1月24日（火）～2月7日（火）

※ 貸室のフロアは開館（火曜日は休館）。
※ 1月11日（水）～23日（月）の貸し出しは貸出期
間を14日間延長します。

2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

｢電子図書館｣なら、
いつでもどこでも24時間利用可能！

（*メンテナンス時を除く）
　｢もりぐち電子図書館｣は、図書館の休
館日や閉館時間でも、電子書籍が利用で
きるサービスです。小説や絵本、料理本
など、気軽に利用してください。
https://web.d-library.jp/moriguchi/

もりぐち電子図書館は
こちら➡

・おすすめ電子書籍
『100万回生きたねこ』
叢書名：佐野洋子の絵本 1 
著者：佐野 洋子 作・絵 
出版者：講談社

　100万回生きたとら
ねこ。白く、美しいね
こと出会って……。大人になってじっく
りと読み返してほしい、長く愛されてい
る絵本です。

電子図書館

新刊案内

１月のおはなし会
１月の本の展示

「はじめての行事えほん」 「お雑煮マニアックス」

おすすめ図書

バリアフリー上映会　｢武士の家計簿｣
図書館でバリアフリー映画の上映会を行います。
バリアフリー映画とは｢音声ガイド｣や｢日本語字幕｣を付けた映画

作品です。これらは視覚や聴覚にハンディキャップがある人も楽し
めます。また、音声での解説や字幕があることで、年配の人や日本
語に不慣れな外国人にも好評を得ています。ハンディキャップのあ
る人もない人もぜひ一緒に映画を楽しみましょう。
時1月15日（日）13:30～16:00
場4階円形ホール
定先着50人
申1月5日（木）9:00より3階カウンターまたは
電話にて受け付け

備協力：住友商事


