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2月の移動図書館スケジュール

不知火美術館・図書館

開館時間：

［図書館］9:00－21:00
［美術館］9:00－18:00
　　　　（土曜日は21:00）

電話番号：［図書館］0964-32-6211 
［美術館］0964-32-6222

宇城市立図書館 分館

〒869-0552宇城市不知火町高良 2352

10:00－18:00　月曜休館（祝日の場合はその翌日）

［豊野分館］〒861-4392  宇城市豊野町糸石 3516-1
tel. 0964-45-3205

［三角分館］

［小川分館］

〒869-3205  宇城市三角町波多219-1
tel. 0964-53-1849

〒869-0624  宇城市小川町江頭80（小川総合文化センター内）
tel. 0964-43-5111

開館時間：

おすすめ本紹介 新着図書案内

知育玩具であそぼう！

豊野分館

もうすぐやってくる“暖かい春の
到来”を、“動物にまつわるお話”
を読みながら待ちましょう!!

動物たちと春を待ちわびて
［2/1（水）ー3/31（金）］

三角分館［一般］ 三角分館［児童］

気持ちを伝えるおくりもの。
大切な人を思い浮かべながら
心を温かくしませんか？

心温まるおくりもの
［2/1（水）ー3/31（金）］

本館一般 本館児童

だんだんと暖かくなっていく季
節。疲れた身体を労わりながら
ゆっくり過ごしてみませんか。

整えながら、
ゆっくり過ごす
［2/1（水）ー3/31（金）］ ちょっとだけ　みらいのじぶんを

のぞいてみませんか？

もうすぐ はる!!
［2/1（水）ー3/31（金）］

小川分館

今この瞬間も、世界のどこかで戦争が
続いています。世界の平和と戦争につ
いて、歴史や本質を考えてみませんか。

平和をかんがえる
［2/1（水）ー3/31（金）］

毎日のごはんは、お腹も心も満たしてく
れます。たべものが出てくるお話で心を
まんぷくにし、幸せなひと時を。

ある日の素敵な食卓
［2/1（水）ー3/31（金）］

「子どもたちが笑いながら絵本を読む」
そんな風景が日常の生活に溢れるように、
くすっと笑える絵本をあつめました。

笑いがとまらない！
［2/11（水）ー3/31（金）］

こども絵本のいえ

三角分館［児童］

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

［7日・21日］
14:30  古氷団地
15:30  戸馳保育園
16:20  青海保育園 ［ 8日・22日］

10:30  ひまわり保育園
14:00  老人ホームきらら
14:40  松橋保育園
15:25  街なか図書館
　　    （濱まち）

［3日・17日］
10:30  河江保育園
14:30  JA海東出張所

［10日・24日］
14:20  豊福公民館
14:50  両仲間団地
16:00  豊野保育園

［2日・16日］
10:30  まがの保育園

［1日・15日］
10:30  松橋保育園

［ 9日］
15:30  大空保育園

［14日・28日］
10:30  豊川保育園

遠い国から家族とやってきたブラディと、迎え
いれる家族のトマ。言葉も通じず互いのことが
わからないふたりが、少しずつ違いを理解しな
がら心を通わせていきます。難民について、難
民の側と受け入れる側、それぞれの子どもの目
線で描いた絵本です。

イブ・タイタス／著
ポール・ガルドン／絵
石津ちひろ／訳
好学社
2022年11月発行

『アナトールとねこ』

こども絵本のいえでは、様々な知育玩具の貸出も行って
います。この機会にいろいろ遊んでみてください！

貸出玩具
● tumi-isi　　  ●  大工道具セット   ●  ままごとセット
●  クーゲルバーン  ●  マグフォーマー　●  六角形パズル
●  ジグソーパズル

貸出ルール
・ひと家族1日1点・1時間まで
・こども絵本のいえのカウンターで申込用紙を記入して貸出

知育玩具を使ったイベント

2/20（月）11:00－11:30 
こども絵本のいえ／定員：2組／無料／申込：2/1（水）～

マグフォーマーで遊んでみよう！

『ブラディとトマ 
ふたりのおとこのこ ふたつの国　
それぞれの目にうつるもの』

シャルロット・べリエール／著
フィリップ・ド・ケメテール／絵
ふしみ みさを／訳
BL出版
2022年12月発行

『動画と図解でよくわかる
宇宙飛行士』

鈴木喜生／著
朝日新聞出版
2022年11月発行



図書館スタッフによるおはなし会です。0歳からご参加いただけます。おはなし会

EVENT INFORMATION

感染症拡大防止のため、入場制限を設ける場合がございます。イベントへ参加いただく際は、マスクの着用、検温、アルコール消毒にご協力ください。

　　22023.

本館（こども絵本のいえ）

0歳～2歳向け

2/1・15（毎月第1・3水曜）
10:30－11:00

3歳～6歳向け

2/5・19（毎月第1・3日曜）
15:00－15:30

6歳～8歳向け

2/12・26（毎月第2・4・5日曜）
15:00－15:30

赤ちゃんおはなし会

小川分館

0歳～2歳向け

2/8（毎月第2水曜）
14:00－14:30

三角分館

0歳～6歳向け

2/4・11・18・25（毎月第1－4土曜）
14:00－14:30

豊野分館

0歳～6歳向け

2/11・18・25（毎月第2・3・4土曜）
10:30－11:00

0歳～6歳向け

2/12・26（毎月第2・4日曜）
14:00－14:30

おひざだっこのおはなし会

イベント参加方法
イベントのお申込みは、美術館・図書館・こども絵本のいえの各カウンターまたはお電話（0964-32-6211）にて承ります。
※ 有料イベントのお支払いは、美術館カウンターにてお願いいたします。 ※ 有料イベントの参加費・材料費の払い戻しはいたしかねます。
※ 受付場所や方法が異なる場合は各イベント詳細に記載しております。 ※ 定員に達し次第受付終了です。

1/15（日）～申込

ベビーリトミック
2/14（火）
10:00－10:30
こども絵本のいえ／定員：5組／500円
講師：おとなり音楽教室

生後3－12か月の赤ちゃんを対象にリトミックを行います。
お子様とのスキンシップの場としてぜひお越しください。
〈持ち物〉バスタオル

2/1（水）～申込

ペーパージュエリーづくり
2/26（日）
①10:30－12:30 ②14:00－16:00
アトリエ（大）／定員：各回10名／800円
講師：「PENPEN-NE」のNagisa先生

再生紙やおりがみ、廃棄されるチラシなどを使ってエコ
なアクセサリーを作ります。

2/23（木祝）19:00－20:00
カフェエリア／定員：10名／1,000円
講師：Body create room Laugh 裕美先生

夜の図書館でヨガ教室

2/1（水）～申込

ヨガ教室を開催します。初めての方もぜひご参加くだ
さい。〈持ち物〉ヨガマット

2/25（土）18:00－19:00
芝生広場／定員：着席20名（立ち見可）
無料

音と映像による
アートライブ
パフォーマンス

2/1（水）～申込

自作の映像機と楽器を使ったパフォーマンスユニット
「usaginingen」による新体感ライブです。

2/23（木祝）13:00－14:00
アトリエ（大）／定員：10名／3,500円
講師：百年木材  林紗由美先生

そだてものクラフト
お手入れ重ねる木のお皿

2/1（水）～申込

木製品の仕上げ加工「オイル研ぎ」を体験できます。
木の特徴から長く美しく使うコツ、お手入れの方法など
を学べます。〈持ち物〉お持ち帰り用袋・手拭き

2/19（日）
①11:00－ ②14:00－（各1時間）
アトリエ（大）
定員：①大人5名②こども5名／無料

ポアーペインティング体験

2/1（水）～申込

Pour（ポアー）とは注ぐと言う意味です。絵の具を垂ら
したり風を使って動きを出します。自由な創作を楽しみ
ましょう！※汚れても良い服装でお越しください。

2/18（土）10:00－12:00
芝生広場／定員：なし／無料／自由参加

凧を
つくってあげてみよう

不要申込

「立春の季に空に向くは養生のひとつ」。立春に凧を
つくって遊びましょう！外で空を見上げるのは気持ち
が良いですよ。

ベビーサイン
赤ちゃんと親の、手を使ったコミュニケーション
2/8（水）10:00－11:00
こども絵本のいえ／定員：5組／1,000円
講師：ベビーサイン協会認定講師 村上よしみ先生

まだ上手く話せない赤ちゃんと、手話やジェスチャーを
使ってコミュニケーションをとります。
〈対象〉マタニティの方から1歳半のお子様

1/15（日）～申込

2/1（水）～申込

生後2－12か月の乳児が対象のベビーマッサージです。
〈持ち物〉バスタオル、飲み物

ベビーマッサージで
わが子のからだを知ってみよう
2/16（木）10:00－11:00
こども絵本のいえ／定員：5組／1,000円
講師：ベビーマッサージ認定講師 松本先生

「はたらくのりもの」絵本を飛び出して、本物が勢ぞろ
い！警察車両、消防車両、自衛隊車両、バスが集まり
ます。どんな車が来るかお楽しみに！
※最新情報はHPをご確認ください。

【3月のイベント予告】

はたらくのりもの展覧会
3/12（日）
10:00－15:00
館前広場／定員：なし／無料 はたらくのりもの展覧会


