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新着
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情報

今
月
の 　今月の新着図書の一部を紹

介します。

著／髙信幸男
柏書房
　由来や歴史・地域性か
ら、名字に秘められた意
外な事実まで、名字につ
いて紹介。「各都道府県
が誇る珍名ベスト10」「難読・珍名-名字
コレクション」など。

著／清田隆之
晶文社
　副題が「男たちの失敗学
入門」。女性たちの「男に
対する不満や疑問」の数々
を紹介。男性は心の身だし
なみがチェックでき、女性

は男性心理や思考回路を理解するのに役立つ
一冊。

日本全国歩いた！調べた！
トク盛り「名字」丼

図書館　おしらせ掲示板図書館　おしらせ掲示板
▶
図
書
館
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ

申 市立図書館　☎（26）5841問

開館時間
平日（月曜日休館）
午前９時～午後７時

土・日・祝日
午前９時～午後５時

広報なかの２０２０．７

格闘（高樹のぶ子）／家族パズル（黒田研二）
／楡の墓（浮穴みみ）／綴る女（林真理子）／
平成の新語・流行語辞典（米川明彦）／凍っ
たまますぐ使える１人分冷凍パック（村上
祥子）／「ドライフラワーの名前」300が
よくわかる図鑑（主婦と生活社）／１日３分
脳とのどを鍛える音読落語（山口謡司）／が
ん外科医の本音（中山祐次郎）／老～い、ど
ん！（樋口恵子）／バッシング論（先崎彰容）
／ドキュメント「令和」制定（日本テレビ政
治部）

よかれと思ってやったのに

トムとジェリー９
上映日時　７月 19 日㈰　午後２時～
海よりもまだ深く
上映日時　８月５日㈬　午前 10 時～
会場　図書館２階AVホール(入場無料)

０～３歳のおはなし会
　図書館職員による読み聞かせ会。読
む絵本は毎回４冊程度です。
期日　毎週木曜日（７月９日、16 日、
30 日、８月６日）

時間　午前 11 時から

夏休み理科工作教室

　講師の嶋
し ま だ

田伸
し ん じ

次さんと振り子の
おもちゃ

と宇宙コマを作り
ます。

期日　８月５日㈬

時間　午前 10 時

材料費　200 円

定員　20 人（未就
学児は保護者同伴

）

受付開始　７月 22
日㈬午前９時から

※定員になり次第
締め切ります。

夏休み工作教室
きら☆ピュアソープづくり
　講師のEmiさんとオリジ
ナルのきらきらしたせっけん
を作ります。
期日　８月１日㈯
時間　午前 10 時・午後２時
材料費　500 円
定員　各回 15 人（未就学児は保護者同伴）
受付開始　７月 14 日㈫午前９時から
※定員になり次第締め切ります。
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Nakano Museum Information

プラネタリウム投影情報プラネタリウム投影情報

博物館だより
市立博物館　☎ 0269（22）2005

Fax0269（38）1290
休館日：火曜日
開館時間：午前９時～午後５時

問 申

中野市立博物館
Facebook

各回定員 20 人

※期間中は火曜日も開館します。
※要予約（電話または Fax でお申し込みください）
※入館時にマスクの着用、手指消毒をお願いします。
※予約などの詳細は博物館ホームページ
　をご覧ください。

午前 11 時～ 午後１時～ 午後３時～

土・日・祝
30 分間投影

名探偵コナン
星影の魔術師

リーフ
サンゴ礁を旅して

名探偵コナン
星影の魔術師

31 広報 なかの ２０２０．７

日時：8月 8日㈯　午前 10 時～正午
講師：嶋田伸次さん
内容：「ドライアイスの実験」、「気体の不思議」
　　　「光とは何か」
定員：20 人（要申込）

日時：７月 26 日㈰　午前 10 時～正午
定員：10 人（要予約）
参加費：400 円

勾玉をつくろう勾玉をつくろう

おもしろ理科実験おもしろ理科実験

日時：8月１日㈯、２日㈰、８日㈯～ 10 日㈪
　　　午前９時 30 分～正午
定員：10 人（要予約）※ 5日間参加できる方
参加費：初級 1,300 円　中級 1,350 円　上級 1,500 円
講師：山

や ま ぎ し

岸恒
つ ね お

夫さん（NPO新技術振興会理事長）

目指そう未来のロボコン戦士目指そう未来のロボコン戦士

日時：8月 2日㈰　午後１時～３時
※つくった土器と土偶は 23 日㈰に野焼きをします。
定員：10 人（要予約）2日間参加できる方
参加費：300 円

縄文土器と土偶づくり縄文土器と土偶づくり

★８月１日㈯～ 16日㈰は毎日投影！

講師：講師：三三
み さ わみ さ わ

澤澤 透透
と お ると お る

さんさん（信州大学教授）（信州大学教授）
演題：演題：宇宙が膨らんでいるってホント？宇宙が膨らんでいるってホント？
　　　　～加速膨張する宇宙の謎～～加速膨張する宇宙の謎～

★第２部★第２部　　夏のほしぞらを見よう！夏のほしぞらを見よう！　　午後７時 30 分～９時午後７時 30 分～９時
講師：信州中野天文同好会の皆さん講師：信州中野天文同好会の皆さん
内容：初めにプラネタリウム室で夏の星空についてのお話を聞いた内容：初めにプラネタリウム室で夏の星空についてのお話を聞いた
　　　後、博物館の庭で大型望遠鏡を使い実際の星空を観望します。　　　後、博物館の庭で大型望遠鏡を使い実際の星空を観望します。
　　　※　　　※天候不順の場合プラネタリウム室での星空解説のみとなります。天候不順の場合プラネタリウム室での星空解説のみとなります。

★★第１部　天文講演会第１部　天文講演会　　午後６時～７時 20 分午後６時～７時 20 分

☀☀①午前 10 時～　②午後１時～①午前 10 時～　②午後１時～
　③午後３時～　③午後３時～
定員：各回 10 人（予約不要）定員：各回 10 人（予約不要）
参加費：400 円参加費：400 円

☀☀①午前 11 時～　②午後２時～①午前 11 時～　②午後２時～
　③午後４時～　③午後４時～
定員：各回 10 人（予約不要）定員：各回 10 人（予約不要）

定員　各 50 人（１部、２部ともに要予約）定員　各 50 人（１部、２部ともに要予約）

☀☀午後１時 30 分～３時 30 分午後１時 30 分～３時 30 分
定員：10 人（予約不要）定員：10 人（予約不要）

天文イベント

８８月月９９日 日 ㈰　㈰　
普段は入れない夜の博物館に来てみよう！普段は入れない夜の博物館に来てみよう！

勾玉をつくろう勾玉をつくろう

民具を使ってみよう民具を使ってみよう

すごろく体験すごろく体験

明治期の洋画明治期の洋画
高高
た か は した か は し

橋橋  由由
ゆ い ちゆ い ち

一一作「第十一代山田荘左衛門顕善像作「第十一代山田荘左衛門顕善像」」

７７月月 2222 日日  ㈬～㈬～
　８　８月月 3131 日日  ㈪㈪

特別公開

キッズアカデミーキッズアカデミー

サマー Night Museumサマー Night Museum
～夜まで博物館～～夜まで博物館～


