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休館日や開館時間はここで

チェックしよう |

図書館キャラクター「ほん

ちゃん」の紹介ページ「ほ

んちゃんの部屋」わ{できま

した I
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新しいHPア ドレスは

https/1v、マャ、vizumi-librac c

om′ です |

もしくは「出水市立図書館」で

検索してね |(スマホ・タフレッ

からも利用できます)―
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今年度 1回日となる5月 は、クラ

フ員・担当スタッフの自己紹介、

読書週間に配市するトレーディン

グカードの話し合いや、今後の計

画などについて話し合いました。
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研修室の予定がここでチェックでき

ます !学習自8旬 で来館する時はチェ

ックしよう |

YAM●褥劣鞣ゾ 鰺笏儘薇☆

YAIワイエー,図 書館クラフとは、高校生が図書館での様々な体験をすることで、文学活動を満喫し

ていただく場です。

本が好き 1ボランティアをやってみたい |と いぅ万はぜひ YA図 書館クラフベ
|

寇
110書館,うブl

YA園書館クラフではクラフ員を募集しています。

クう7の活動向害

0読み間かせ活動

●読み聞●uNせ資料作り (絵本・紙芝居など)

●図書館 トレーディングカード作成

●図書紹介 POP作 り

0図書館見学

●図書館ポランティア

・書架 (本■llの整理

・本の配架唾 却本を本棚に戻す作業,

その他、やってみたいことを図書館がパックアップ

します |

活動日時 :2o18年 7月 21日 1上

9月 15曰 土, 11月 17曰 (■ ,

2019年 1月 1901■ ,

3月 16日 (■ ,

14:OO～ 16100を 予定しています。

会場 :出 水市立中央図書館 研修室

対象 1高校生

enn料 l無料

中込 方 法 :電話もしく ま各図講 カウンタ こお■込み

下さい

電室 :中央館  63-2105
高尾野館 82-5452
野田館  84-3100

来館できる日だけの参加も大歓迎 |

みんなで新しい体験をしてみよう 1


