中学生
このほかにもたくさんの
新着図書があります！
！

『アリのたんけん』

『コンビニ人間』
著／村田沙耶香
出版社／文藝春秋
出版年／２０１６ . ７月

写真／栗林 慧
出版社／小学館
出版年／２０１６ . ７月

平 田

平戸市田平町在住栗林慧さんの新
しい絵本です。 アリの目カメラ
で大きく迫力ある昆虫たちを写して
います。アリの気持ちになって、生
きものの面白さを体験できますよ。
平 永 南

『よーいよーいよい』

中学生が、全国、九州大会に出場しました。

全国、九州大会に出場した

ここでは、８月５日〜 10 日に開催された九州大会の

本市の若き精鋭たち

コンビニのバイト歴18年の恵子
は36歳独身。大学卒業後も就職せず、
彼氏いない歴も36年。
「普通」とは
何かを問いかける本作は第155回芥
川賞を受賞。多くの文学賞を受賞し
た作者は、人気作家となった現在で
もコンビニでバイト中とのことです。

結果をお知らせします。

喉の痛みに大根飴、冷えにあんず
酒など、体調がすぐれないとき、体
にすーっと染み込んで、気持ちよく
不調を和らげてくれる、おばあちゃ
んの知恵袋「食べぐすり」
。安全な素
生 南 材を使った食べぐすりを、暮らしに
取り入れてみてはいかがでしょうか。

『星と星座』

『夜空のおはなし』

監修／藤井 旭
出版社／ポプラ社
出版年／２０１６ . ６月

出版社／英和出版社
出版年／２０１６ . ７月

秋から冬にかけては空気が澄んで
月や星が美しく見える季節。この本
で、星や星座の見つけ方や、天体望
平 遠鏡の使い方をマスターして、中秋
の名月や流星群などこれからの夜空
を楽しみましょう。

南：南部公民館図書室

崎県中学校総合体育大会」で上位入賞を果たした本市の

2016 年夏

出版社／宝島社
出版年／２０１６ . ８月

おじいちゃんと孫のわたしが散歩
をするお話です。散歩するときのお
じいちゃんの口ぐせ「よーいよーい
よ い」が 心 地 良 い 世 界 に 誘 い ま す。
９月 19 日は敬老の日。おじいちゃ
平 大 んとの穏やかな時間を味わってみま
せんか。

永：永田記念図書館

７月 23 日・24 日の２日間、県内各地で開催された「長

『おばあちゃんの知恵袋
医者いらずの食べぐすり』

作・絵／さいとう しのぶ
出版社／ひさかたチャイルド
出版年／２００９. ６月

※ 平：平戸図書館

アスリート

− 激闘を勝ち抜く −

世界中の夜空の絶景写真と、月や
星にまつわる物語45編を収録。
「銀
河鉄道の夜」
「星の王子さま」
「かぐや
姫」
「ピーターパン」
「よだかの星」など、
夜空の物語の世界をお楽しみくださ
い。たまには灯りを消して、夜空と
生 話してみませんか。

生：生月支所図書室

田 ：田平町中央公民館図書室

大：大島村公民館図書室

■全国大会・九州大会に出場した本市の選手たち（氏名は写真左から・敬称略）
【後列】空手道男子団体組手 生月中 松山勝也（１年）・内山勝昭（３年）・山下智也（３年）・森田真光（３年）・田中
あゆと

りく

ひろたか

優佑（３年）／相撲団体 生月中 橋元勝美（２年）・竹田歩斗（２年）・田中李空（２年）・西澤弘貴（２年）・藤島弘啓
こうじろう

〜図書館からのお知らせ〜

（２年）【前列】柔道男子個人 田平中 松田康司郎（３年）／柔道女子個人 平戸中 松浦ゆうき（２年）／剣道女子
れお

平戸図書館 ☎22‐4017
●９月の主なもよおし●

◎休館日／６日 火 、13日 火 、20日 火 、25日 日 、27日 火

■おはなし会／毎週日曜日 午後２時〜 おはなしのへや

●９月の主なもよおし●

■赤ちゃんおはなし会／ 14 日 水 午前 10 時 30 分〜
おはなしのへや

■おはなし会／３日 土 、10 日 土 、17 日 土 、24 日 土
午後２時〜 市ふれあいセンター児童室

『トテチータ・チキチータ』
（邦画：95分
■「みんなdeシネマ」
第22回日本批評家大賞助演女優賞ほか）／ 10 日 土 ・22 日 木
午後２時〜 未来創造館 COLAS 平戸ホール
■ライブラリーコンサート／ 24日 土 午後７時〜 平戸図書館
今月は、フラウエンコール・ユーコー withピエトラ・ピ
アッタによるピアノ＆コーラスのコンサートです。
■本の修理講座（長崎県民大学主催講座）／①６日 火 ②20
日 火 午後１時 30 分〜 未来創造館 COLAS 平戸ホール
※定員 15 人（原則両方参加ができる人）
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永田記念図書館 ☎28‐0128
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南部公民館図書室
生月支所図書室
田平町中央公民館図書室
大島村公民館図書室

個人 中部中 川村 優衣（２年）／水泳男子 平戸中 大島 鳳（３年）

県中総体結果

九州中総体結果

『団体』

☎27‐0047
☎53‐2111
☎57‐0207
☎55‐2985

■図書館ホームページ■
◎パソコンから URL http://www.hirado-lib.jp
◎携帯電話から 携帯電話のバーコードリーダー
で右のＱＲコードを読み込んでアクセスできます。

『団体』

【空手道男子組手】 生月中 準優勝
【相撲】
生月中 予選リーグ敗退

【空手道男子組手】 生月中
【相撲】
生月中

２回戦敗退
予選リーグ敗退

( 開催地枠で九州大会出場）

『個人』
【柔道男子 90kg 級】
【柔道女子 44kg 級】
【剣道女子】
【水泳男子】
200ｍ個人メドレー
100ｍ背泳ぎ

松田康司郎 第２位
松浦ゆうき 第１位
川村 優衣 第３位
大島
大島

鳳
鳳

第２位
第２位

『個人』
【柔道男子 90kg 級】
【柔道女子 44kg 級】
【剣道女子】
【水泳男子】
200ｍ個人メドレー
100ｍ背泳ぎ

松田康司郎 １回戦敗退
松浦ゆうき １回戦敗退
川村 優衣 ２回戦敗退
大島
大島

鳳
鳳

予選敗退
予選敗退
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