・

美濃加茂市中央図書館通信

・

*** むくは市の木です ***
２０１０年４月号

No．２３２

４月カレンダー

美濃加茂市中央図書館
日

月

火

水
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～ヤングアダルト～

子ども読書の日記念行事

このコーナー、今月は本の紹介ではなく、本と図書館の今とこれからについて書いてみたい

『レオ=レオニ生誕 100 周年』展 4/1（日）～5/１5(土)

と思います。まず、みなさんはどんな形（形態）の本を読みますか？私をはじめとして、恐ら

＆ 劇団「はらぺこ」による人形劇

く『紙』でできた本＝文字を印刷した紙をとじ合わせたものを読むという人が多いのではない

4/25（日）10：30～11：15 2 階集会室にて

でしょうか。

『ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ』『はらぺこあおむし』

でも、ひょっとしてなかには、読書といえば『紙』じゃなくて『ケータイ』なんていう人もいるかも

読み聞かせなど

しれませんね。勉強をするときだって、図書館でもひと昔前は学生のみなさんが利用してい

土・日、29 日昭和の日は

るのはもっぱら『紙』でできた分厚い辞書でしたが、今は電子辞書を利用する人がほとんど

午後 5 時 15 分で閉館です

は休館日

『平城遷都 1300 年祭』5/18(火）～6/27(日）

です。授業で何かを調べるときにも、紙の本と同時にインターネットを利用したりすることが

絵本テーマ展示：「レオ＝レオニと影響を受けた作家の絵本」

多いはず。こんな風に、いま本の世界は急速に変わりつつあります。新しく出版される本

毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から

4/1(木)～5/１5(土)

は、『紙』でできた本ももちろんまだたくさんありますが、『ケータイ』や『パソコン』で読むも

30 分程度

「きもかわいい・ゆるきゃら絵本」

の、『電子辞書』などといった『紙』ではない電子の（デジタル化された）本も数多く出版され

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう

5/18(火）～6/27(日）

ているのです。
と、ここまでは今現在また今後新しく出版される本についてのお話でしたが、ここからは

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

20 日：トラベルブック（北部分室 三和小学校本

◎展示本も借りることができます◎ 図書館の本についてのお話です。実は、図書館に置いてある古い時代の本も変わりつつあ
ります。日本国内で作られた本や雑誌、新聞などをすべて収集している日本最大の図書

の入替えと読み聞かせ）

58 『スイミー』ﾚｵ=ﾚｵﾆ
絵本の記憶○

館、国会図書館では明治・大正時代の本の一部はもうすでに電子化（デジタル化）されてい

14 日：おひざでごろごろ

『あおくんときいろちゃん』は保育園の本棚からよく抜き出して、めく

て、国会図書館のホームページからみる（読む）ことができます。そしてさらに今後１２７億

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「おさん

っていたと思う。

円というお金＝税金を使って、もっと多くの本のデジタル化が大規模に行われる予定です。

ぽ」 絵本を読んだり、手遊びしましょう。

小学校低学年国語で習ったことを覚えている。今の小学２年生が

これによって、今まで手にすることができなかった日本の古い時代の『紙』でできた本が家

来月は 12 日

使っている光村図書の教科書にも健在だった。絵本を教科書に載

や学校にいながらインターネットを通じて簡単に読むことができるようになります。とても便

せるために、横書きを縦書きに変更、するとページのめくりが逆に

利なことですよね。

11 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時 30 分

なり、絵の進行方向が変わってしまうので、絵の印刷を逆転させる

まだ見たことがないという人は、ぜひこの機会に国立国会図書館のホームページ内にあ

ことになる。ひらがなを漢字に変更、紙面の関係上、どの絵を載せ

る「近代デジタルライブラリー」をのぞいてみてください。明治時代に翻訳された『若草物語』

るかという編集も必要となる。「おとうさんはウルトラマン」「おまえう

（日本語版では「小婦人」というタイトルになっているそうです）や『フランダースの犬』（主人

まそうだな」の作者宮西達也さんから東京書籍の教科書委員をし

公ネルロの名前が日本語訳では清ですって）などもみることができて興味深いですよ。

図書館利用状況（2 月）

た時に、同じような問題で悩んだこと、完成している絵本と教科書

＊最後に、本のデジタル化をするときには、著者や出版社などの権利＝著作権について考

館名

は違うものであるとお話をうかがった。教科書も展示するので、ど

か
えることも重要です。○

のように変わっているか是非見てください。

★市内文庫さんからのお知らせ★
ゆうゆう文庫 ４月～５月の間都合によりお休みです。
来月号より市内 3 か所の文庫さんの突撃レポートを順次紹介します。まず 1 回目は「文庫ってなに？」

乳幼児向けの読み聞かせです

6 日 20 日：北部分室貸出日

来館者数

貸出冊数

開館日数

本・雑誌

（貸出日）

中央

7,164

9,081

22

東

9,251

11,789

22

103

255

19(2)

北部分室

美濃加茂市中央図書館通信

・

・

*** むくは市の木です ***
５月カレンダー

2

２０１０年５月号

No．２３３

美濃加茂市中央図書館
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注目してみるなど、自由に手にとってご覧ください。
「映画化された作品」「文化の森 内山りゅう写真展関連図書」
カウンター前 AV 書架上にて小展示中!!

◎展示本も借りることができます◎
『平城遷都 1300 年祭』5/18(火）～6/27(日）
ガイドブック、歴史、建築さまざまな分野の本
を展示にします。
公式ガイドブックプレゼント中（先着順）
「児童生徒地図作品 入賞作品展」5/29(土)～6/19（土）
世界分布図センター所蔵作品を展示。君も応募してみないか！

水

木

金

土

『ミーナの行進』小川洋子
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3
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うぶ かたとう

今年の本屋大賞は、沖方丁さんの『天地明察』に決定しましたね。この賞は、“全国書店員が
選んだ いちばん！売りたい本”というキャッチフレーズで毎年１回選出されている賞で、毎回そ

23

の受賞作が話題になり図書館でも多くの予約が入るほどです。第１回を受賞したのが、小川洋子

31

は休館日

のでは。今回ご紹介するのは、小川さんの『ミーナの行進』という作品です。私がこの本を手にし
たのは、小川さんの作品に興味があったわけでなく、表紙の絵に惹かれたのがきっかけ。寺田順

24
30

さんの『博士の数式』で、寺尾聰さんと深津絵里さんの主演で映画化もされ知っている人も多い

土・日、4 日 5 日は 午後 5 時 15 分で閉館です

三さんの描いた表紙や挿絵は、暖かさとともにどこかさみしげ（矛盾した表現ですが…）という不

毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から

思議な雰囲気があります。
ストーリーは、１９７０年代兵庫県の芦屋（日本有数の高級住宅地）に住む伯母一家宅へ、めい
である主人公・朋子が同居することからはじまります。伯母さん夫婦とその子どもたち（ミーナとい

30 分程度

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう

うのはその娘です）、ドイツ人のローザおばあさん、お手伝いさんと庭師さんが同居する一家。は
たから見れば一見裕福で恵まれた家族にうつりますが、実はそれぞれが孤独を抱えて生きてい

18 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ

る…そんな一家の風景を描いた物語です。最近の日本の小説で挿絵がある本って、あまり見か

＆三和小学校本の入替え）

けないような気もしますが、寺田さんの挿絵は、物語の雰囲気をよく表現しているだけでなく、小
か
川さんのストーリーを引き立てていてとても素敵な１冊に仕上がっています。ぜひ、どうぞ。○

絵本テーマ展示：「レオ＝レオニと影響を受けた作家の絵本」～5/１5(土)
「きもかわいい・ゆるきゃら絵本」5/18(火）～6/27(日） ゆるキャラ

「文庫（ぶんこ）ってなに？」 ここでお知らせしている文庫とは、小型の本
のことではなく、本来は「ふみぐら」と音読みで、書物を収蔵する所を意味しま

とは、各地の観光マスコットキャラクターに使われ、人気を博していますが、この す。そして今日、子ども読書に関して「文庫」とか「文庫活動」という場合、グル
ープや個人が集めた本を、施設や自宅を使って会員に貸出、読み聞かせなど
テーマは中央図書館が勝手に絵本界より選抜し紹介するものです。
さまざまな行事によって、子どもたちと本を結びつける活動のことを指します。

「かがくいひろし」という人

18 日から始まる絵本テーマ展示（上を見てね）で是非紹介したかったのが、かが
くいひろしさんです。1955 年生まれ。教諭として学校勤務のかたわら、人形劇の
活動や紙を使った造形作品の制作、発表を行っていた。2005 年『おもちのきも
ち』で絵本作家デビュー。第 27 回講談社絵本新人賞を受賞しました（参考：『ふ
しぎなでまえ』絵本折り返し）。身の回りのあらゆるものに表情を与え、手足をつ
まえ』絵本折り返し）。身の回りのあらゆるものに表情を与え、手足をつ

乳幼児向けの読み聞かせです

もどこでもできる遊び」 絵本を読んだり、手遊び
しましょう。来月は 9 日
9 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時 30 分
6 日 18 日：北部分室貸出日

市内にも、このような活動をしているグループ、個人があります。
伊深親子文庫：伊深町自治会館内

図書館利用状況（3 月）

毎週火曜日 15:00～17:00（火曜日が祝祭日の時は水曜日）

館名

来館者数

文庫ふきのとう：蜂屋町伊瀬 矢島宅
毎週月曜日（祝祭日は休み）10:30～11:30 16:00～17:30
ゆうゆう文庫：森山町 十河宅

けて動き回るおもしろさと、言葉のリズムの良さにファンになり、新刊が出るのを

毎週月曜日（祝祭日は休み）14:30～15:30

楽しみにしていました。しかし、2009 年膵臓ガンで 54 歳という若さで亡くなられま

５月は都合によりお休みです。

した。１５作品全て所蔵していますので、かがくいワールドを共有しませんか。

11 日：おひざでごろごろ

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「いつで

★市内文庫さんの紹介★

59
絵本の記憶○

火

1
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～ヤングアダルト～

子ども読書の日記念行事『レオ=レオニ生誕 100 周年』展
けたり、デコパージュ、フロッタージュなど様々な技法に

月

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316

じゃあ、読もう。

～5/１5(土) 『ｽｲﾐｰ』国語の教科書を展示。絵本との違いをみつ

日

次号は文庫ふきのとうのお話です。

中央
東
北部分室

貸出冊数

開館日数

本・雑誌

（貸出日）

9,206

9,206

24

12,747

12,747

25

114

114

22(2)

・
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２０１０年６月号

じゃあ、読もう。

No．２３４

６月カレンダー

美濃加茂市中央図書館

美濃加茂市太田町 1921-1

日

Tel 25-7316
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～ヤングアダルト～ 『床下の小人たち』メアリー・ノートン作

『平城遷都 1300 年祭』～6/27(日）ガイドブック、
歴史、建築さまざまな分野の本を展示。

スタジオジブリの新しい映画 7 月 17 日公開の『借りぐらしのアリエッティ』の原作。『ハウルの
動く城』『ゲド戦記』に続き英米文学をアニメ化するというので紹介します。1952 年にイギリスで
出版され、その年に出たこどもの本の中で一番よい本としてイギリス図書館協会からカーネギ

「児童生徒地図作品 入賞作品展」～6/19（土）

ー賞を受賞し、世界の児童文学の古典的名作とされています。借り暮らしの人は妖精ではあり

岐阜県図書館所蔵作品を関連図書と一緒に展示。

ません。「人間ってものは、借り暮らしやのためにあるのよ―パンが、バターのためっていうの

インゲン

と、おんなじよ！」(p116)と思っています。借り暮らしの人で有名なのが、グリムが収集したお話
「男女共同参画ミニパネル展」6/22(火)～7/9(金)

の「小人のくつ屋」のようです。どれくらい小さいかというと、玉ねぎの輪をくぐり抜けるくらい。指

図書館ﾄｰｸ「ハワイのイメージが変わる

抜きが鍋になるくらいです。人間から隠れてひっそり生活する理由は、なんとなく想像できるでし

自然豊かなハワイ島の魅力」
「極楽ハワイ島の暮らし方」（山と渓谷社／発行）の著者である

ょ、それに反して人間の男の子と親しくなったアリエッティの境遇はどうなっていくでしょう。また
この物語の根底にある、借り暮らしの人々はフィクションなのか、ノンフィクションなのかという命

能丸千秋さんに、写真をまじえながら手つかずの自然が残るハ

題も面白さの一つです。

ワイ島の魅力をお話していただきます。（無料）

★文庫ふきのとう★ 蜂屋町伊瀬 矢島宅 毎週月曜日（祝祭日は休み）10:30～11:30 16:00～17:30

トーク：能丸千秋（ハワイ島ヒロ在住・フリーライター）

絵本や子どもの読みものを中心に蔵書は約 3,000 冊あり、親子づれで賑わっています。月曜・

6/24(木)午後 7 時～8 時 30 分 中央図書館 2 階 集会室
対象：どなたでも 定員：60 人（先着順）
申込：6 月 22 日（火）までに中央図書館へ直接もしくは電話

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5
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「映画化された作品」「文化の森 内山りゅう写真展関連図書」
AV 書架上にて小展示中!!

月

6

7
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13
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15
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17
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21
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24

25

26

27
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図書館整理期間

は休館日
土・日は 午後 5 時 15 分で閉館です
毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から
30 分程度

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう
15 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ

10 時 30 分～（乳幼児向け）と 16 時 30 分～おはなし会がありますので、気軽に参加してみては。
文庫ふきのとうを利用している市内在住 O・R さんに文庫ってどんなとこか聞いてみました。

＆三和小学校本の入替え）
9 日：おひざでごろごろ

乳幼児向けの読み聞かせです

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「いつで

矢島さんの人柄通りとてもアットホームな雰囲気。赤ちゃんから中学生まで年幅が広いけど、各年齢に

もどこでもできる遊び」 絵本を読んだり、手遊び

合わせて本を選んでくれる。「本を読むのは大切だ」とよく言われるけど、理屈ではなく本って楽しいと思
絵本テーマ展示：

しましょう。来月は 14 日

える場所です。今、私が本を大好きなのは文庫のおかげ。本を読んでもらうのは楽しい。矢島さんが読

「きもかわいい・ゆるきゃら絵本」～6/27(日） ゆるキャラとは、

13 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時 30 分

んでいると、赤ちゃんでも絵を指さしさしたり声を出したりして反応する。本の言葉を繰り返したりする子

各地の観光マスコットキャラクターに使われ、人気を博してい

1 日 15 日：北部分室貸出日

もいる。私は 2 歳から文庫に行っているけど、中 2 の今もワクワクしながら話を聞いています。

ますが、このテーマは中央図書館が勝手に絵本界より選抜し
紹介するものです。

7/2

Q 図書館整理期間の間、何をしているの？

60
絵本の記憶○

『おむすびさんちのたうえのひ』かがくいひろし

毎月、最終水曜日に休みにしている館内整理日は、よりよいサービ

おむすびさんが手植えをするのに、おむすびの具仲間や、おいなりさん、の

スのために、本の整頓が中心に行われます。分類どおり収まってい

りまき、いか、たこがお手伝いにくるお話。おむすびさんの子どもが、田んぼ

★図書館整理期間のお知らせ★

るか調べ、長期に本を返し忘れている人を調査し連絡しています。年

におにぎりのお弁当を届けに行ったように、私も届けに行ったことを思い出し

中央図書館、東図書館 6 月 28 日（月）～7 月 2 日（金）

に 2 回、防災訓練もこの日に行っています。

ました。団塊の世代の父母の子ども時代の話を聞くと、田植えの手伝いはお

◎展示本も借りることができます◎

さて、今回行われる図書館整理期間は、紛失本を調べます。勝手

金を払ってお願いする労働であってもやいではなかったと言います。終わっ

この間、図書館の利用ができません。本の返却は、休日用返

に持ち出してしまっては、図書館の利用状況に反映されず、予算配

ていないところを手伝うことはあっても、やはり何らかのお礼はしていたそうで

却ポストをご利用いただけます。

分の対象から益々外されます。紛失が多いから購入対象から外すと

す。今は機械でしますが、やはり労働。この絵本ののどかさはもっと田舎かも

ホームページの検索、予約はできます。

いうこともあります。適切な利用をお願いします。

っと昔か、絵本の中だけになってしまったかもしれませんが、働いて疲れる、

北部分室 6 月 25 日(金)

お風呂で汗泥を流す気持ちよさは変わらないですよね。

美濃加茂市中央図書館通信

・

・

*** むくは市の木です ***
２０１０年７月号

「映画化された作品」AV 書架上にて小展示中!!
『ゴールド世代を楽しもう ～年金の知識から生きがいづくりまで』
7/13(火)～8/8(日） 50 代～60 代のみなさんへ図書館デビューを

美濃加茂市中央図書館

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316

じゃあ、読もう。

「男女共同参画」～7/9(金)

No．２３５

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ3.ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｇｉｆｕ.ｊｐ

～ヤングアダルト～
７月カレンダー

『カラフル』森絵都 著 理論社 2000 年に KAT-TUN 田中聖さん主演で映画化されていた

お薦めします。ゴールド世代図書館利用者生の声もご紹介します。 んだけど、今年 8 月に「クレヨンしんちゃん」シリーズの原恵一監督でアニメ化劇場公開される
「手作り絵本展」7/29（木）～8/7(土) 主催：くるみの会

ｅ-ｍａｉｌ ｌｉｂ-ｃｈｕｏｈ＠ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｌｇ．ｊｐ

日

月

火

水

というので紹介します。でもこの映画、ネタばれで観てもきっと面白くないから、観たい人は後

木

金

土

1

2

3

図書館整理期間

で読むことをお薦めします。

絵本テーマ展示：

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

天上界のボスの気まぐれで、大きな過ちを犯して死んだ魂を下界で再挑戦させ、自分の過

「夜の絵本」7/3(土)～27(火）夜にでるものなんだ。

ちが何であったか思い出したら次の輪廻へ戻れるが、思い出せなかったら魂が消滅すると言

星、夢、おばけ。どんな絵本があるかな。

われた一つの魂が主人公。一年間の修行期間を中学 3 年生小林真ですることになった。真

「カオ・カラダの絵本」7/29(木)～8/24(火)

の死は自殺だった。その原因は何か、魂の自分はどんな過ちを犯したのか。真の体に赤の

◎展示本も借りることができます◎

他人の魂で生活しながら 4 ヵ月たった頃、自分の修行を終え、真の存在が無くなってしまうの
ではなく、魂を戻してあげたいと思うようになった。この望みを叶えるためには、タイムリミット
は 24 時間に。クライマックスは急展開です。

8 月 6 日（金）～8 日（日）

61
絵本の記憶○

「雑誌リサイクル」 8 月 6 日（金）～ なくなり次第終了
（先着順） 場所：玄関ホール 保存年限の過ぎた雑誌を
無料でお譲りします。
「工作ひろば」8 月 6 日（金）午前 11 時～午後 4 時
場所：集会室 参加無料 申込み不要
紙皿やペットボトルのふたなど身近な材料を使って、
おもちゃを作りませんか。好きな時間に来てください。
「おはなしランド夏企画」8 月 7 日（土）
午後 1 時 30 分～2 時 30 分 場所：集会室 参加無料

土・日は 午後 5 時 15 分で閉館です

FIFA ワールドカップ初のアフリカ大会なので、アフリカの絵本を紹介しようと思いま

す。ニキ・ダリー『かわいいサルマ』は現代アフリカの生活におとぎ話が上手く溶け込んで、楽しいお話。
ンで始まる単語があるのはめずらしいですし、悪物を追い出すアナンシは民話では有名な登場人物で
す。吉田遠志「アフリカのどうぶつたち」のシリーズはサバンナの自然と動物たちが生きいきと描かれて

毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から
30 分程度

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう

います。また、思い出すのは翻訳家のさくまゆみこさん。2008 年(財)出版文化産業振興財団の読書支
援講座の基調講演でのこと。「本は窓だと思っている。子どもの周りに窓を作っておくのは大人。窓を開
けるのは子ども。日本の作家が開けられるような内容ならば、わざわざ訳す必要はないと思っている」
そしてその時、アフリカの絵本を日本に紹介しようと頑張っていることを話されました。アフリカといって
もたくさんの国、国の中にも数々の部族とその風習。知らないことがいっぱい、興味は尽きません。

20 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ
＆三和小学校本の入替え）
14 日：おひざでごろごろ

乳幼児向けの読み聞かせです

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「擬音語
であそぼう」 絵本を読んだり、手遊びしましょう。

申込み不要 大型紙芝居やクイズなど。いつものおは ★伊深親子文庫★伊深自治会館で、毎週火曜日（火曜日が祝祭日の時は水曜日）の午後３～５時まで貸
出をしています。蔵書は約７０００冊。市内の他文庫と比べ特徴的なのが、子どもの本はもちろん、大人向
なしランドがパワーアップ！
「落語を聴きにいらっしゃ～い」8 月 8 日（日）

は休館日

けの本も充実していること。なかでも特に、農業や戦争関係の本の充実ぶりが素晴らしいです。月１回読書

午後 2 時～3 時 開場：午後１時 30 分 場所：集会室 会（１冊の本を読み意見を交換する）もされており、子どもから大人までが利用できる地域の読書活動の拠
点です。毎月の『文庫だより』には、新着本の紹介や読書会などの行事の案内とともに、佐野綾目さんによ
入場無料 申込み不要
小学生低学年以下は親子同伴

る『浮世往来』という文章が添えられています。伊深での四季折々のできごとや暮らし・想い出が、味わい

花乃家金葉さん、西正亭あたりさんの子どもから大人

のある手書きの文字で綴られており、ぜひ多くの方に読んでいただきたい随筆です。また、伊深親子文庫

まで楽しめる落語会。「ぶらり寄席」生で落語が聴ける で知っていただきたい活動のひとつに、冊子『戦争の記録』があります。この冊子は１９８２年から年１冊、
現在第３０集まで発行され、伊深にゆかりのある人たちの戦争体験をまとめた大変貴重なものです。『文庫
チャンス。ぜひお見逃しなく。
だより』と『戦争の記録 １～３０集』は、当館でも所蔵しておりますので、ぜひご覧ください。

来月は 11 日
11 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時 30 分
6, 20 日：北部分室貸出日
☽夜間延長のお知らせ★
9 月まで平日の閉館時間が午後 7 時になります。
注意 中学生までの保護者のいないお子様の滞
在はお断りいたします。

美濃加茂市中央図書館通信
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*** むくは市の木です ***
２０１０年８月号

No．２３６

８月カレンダー

美濃加茂市中央図書館

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316

じゃあ、読もう。

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ3.ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｇｉｆｕ.ｊｐ

『図書館を使った“調べる”学習賞コンクール作品展』
8/10(火)～24(火） NPO 図書館の学校と(財)日本児童教育振

～ヤングアダルト～

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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21
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ｅ-ｍａｉｌ ｌｉｂ-ｃｈｕｏｈ＠ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｌｇ．ｊｐ

『ヒックとドラゴン』ｸﾚｼｯﾀﾞ・ｺｰｳｪﾙ/作

今回紹介するのはヤングアダルトではなく、児童文学です。ドリームワークスが 3D アニメ化劇場公

興財団が主催する図書館を使った“調べる”学習賞コンクール。

開。あらすじを読むと、原作とはかなり異なるお話になっているようなので、本でしか味わえない面白

第１２回受賞作品を展示します。夏休みの研究の参考に…。

さを紹介します。表紙にはﾋｯｸ･ﾎﾚﾝﾀﾞｽ・ﾊﾄﾞｯｸ三世/作 ｸﾚｼｯﾀﾞ・ｺｰｳｪﾙ/古ﾉﾙﾄﾞ語訳 と書いてありま

絵本テーマ展示：「かお・からだの絵本」～8/24(火)

す。古ノルド語とはバイキングの話す言葉。著者は年老いたバイキング本人で、幼少時代を書き留め

家から足がにょき、髪がのびたり、僕の足がにょきにょ

たというお話です。歳をとり、羽根ペンをとるのもやっとで、ところどころインクが飛び散っている装丁

きなど、体の部位に特徴がある絵本を紹介します。

は、私たちをびっくりさせます。ヤバン諸島には小さいのから大きいの、凶暴な種類や毒をもったもの

「いたずらものは誰?」8/26～9/28(火)

など様々な種類のドラゴンが生息し、モジャモジャ族ではどのドラゴンを捕まえて従えるかで腕っ節が

◎展示本も借りることができます◎

日

図られたりする。ヒックはそのモジャモジャ族のカシラの息子。海賊に必要な<よそ者をおどす><のの
しり言葉>など苦手な小さな男の子。バイキングなら、覚えてはいけない外国語や、ヒック以外誰も話

は休館日
土・日は 午後 5 時 15 分で閉館です
毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から
30 分程度

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

せる人がいないドラゴン語を習得していて、小さくて歯もない普通のドラゴンしかもわがまま、トゥース

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう

「雑誌リサイクル」 8 月 6 日（金）～ なくなり次第終了

レスとともに、危険な冒険をのりきる物語です。全８巻予定され、現在５巻まで出版されています。ち

8 日:ｅ顔クラブ定例会

（先着順） 場所：玄関ホール 保存年限の過ぎた雑誌を

なみに、昔テレビアニメになっていたのはルーネル・ヨンソン作の「バイキングのビッケシリーズ」。

11 日：おひざでごろごろ

8 月 6 日（金）～8 日（日）

無料でお譲りします。
「子どもみのかも検定」 8 月 6 日（金）～8 日（日）
美濃加茂についての問題５０問。全部正解できるかな？
「工作ひろば」8 月 6 日（金）午前 11 時～午後 4 時
場所：集会室 参加無料 申込み不要
紙皿やペットボトルのふたなど身近な材料を使って、
おもちゃを作りませんか。好きな時間に来てください。
「おはなしランド夏企画」8 月 7 日（土）
午後 1 時 30 分～2 時 30 分 場所：集会室 参加無料

乳幼児向けの読み聞かせです

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「海へ山
★市内文庫さんからのお知らせ★

ゆうゆう文庫：森山町 十河宅ゆうゆう文庫について

市内の小・中学校で学校司書として活躍されていた十河登志子先生が自宅を開放してつくられ

へ川へ」 絵本を読んだり、手遊びしましょう。
来月は 8 日

た文庫で、毎週月曜日の２時から３時まで貸出をしています。学校司書の仕事のため、ご自身
の子育てのためと収集された蔵書は、約３，０００冊。福音館書店発行の『こどものとも』や『かが

3 日・17 日：北部分室貸出日

くのとも』といったおなじみのこども向け雑誌は約３０年分も揃えられていて、図書館の職員もび
っくりするほどの充実ぶりです。本はもちろんですが、『ゆうゆう文庫』の目玉は、なんと言っても

☽夜間延長のお知らせ★

十河先生！司書として、劇団「はらぺこ」のメンバーとして経験豊富な十河先生は、読み聞かせ

9 月まで平日の閉館時間が午後 7 時になります。

の講師として活躍されていることもあり、お子さんはもちろんですが、子どもといっしょに本を楽し

注意 中学生までの保護者のいないお子様の滞

みたいお父さん、お母さんの読書相談にも気軽にのってくださいますよ。ぜひお気軽にどうぞ。

在はお断りいたします。

申込み不要 大型紙芝居やクイズなど。いつものおは
なしランドがパワーアップ！

62 ゲリラ豪雨が世間を騒がせています。最近は夕立がきて
絵本の記憶○

「落語を聴きにいらっしゃ～い」8 月 8 日（日）

夏を涼むゆとりもない。身を守る必要があります。『カミナリこぞうがふって

って、姿も赤ちゃんで人間より巨体だからでしょうか。作者のシゲ

午後 2 時～3 時 開場：午後１時 30 分 場所：集会室

きた』ｼｹﾞﾘ ｶﾂﾋｺ作のタケシ君のように、雷が鳴っている時に、丘に 1 本巨

リさん、岐阜県出身だとか、これからの作品が楽しみです。他にカ

入場無料 申込み不要 小学生低学年以下は親子同伴 木の下で雨宿りなんてしてはいけないことですよね。ドーン!!案の定、雷に
花乃家金葉さん、西正亭あたりさんの
打たれてしまうのですが、そこは物語の世界。髪がアフロになるし、カミナリ

ミナリさまで思い出すのは、加古里子『だるまちゃんとかみなりち
ゃん』 さとうわきこ『あめふり』『くもりのちはれ せんたくかあちゃ

子どもから大人まで楽しめる落語会。

こぞうも落っこちてきました。黙読していると、このカミナリのセリフがどうも

ん』、狂言絵本『かみなり』、タイガー立石さんの挿絵ですね。かっ

「ぶらり寄席」生で落語が聴けるチャンス。

『千と千尋の神隠し』に出てくる、坊（金太郎がけをしている）と重なってしま

ぱにはしりこだま、かみなりさまにはおへそをとられないように「く

ぜひお見逃しなく。

わばらくわばら」気をつけましょうね。

美濃加茂市中央図書館通信

・

・

*** むくは市の木です ***

2
２０１０年９月号

No．２３７

９月カレンダー

美濃加茂市中央図書館
日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316

じゃあ、読もう。

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ3.ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｇｉｆｕ.ｊｐ

『国民読書年記念 ベストセラー+敬老の日読書のすすめ』展
9/14（火）～9/28(火) 過去 30 年間のベストセラー紹介と、

この本読んだ？

ｅ-ｍａｉｌ ｌｉｂ-ｃｈｕｏｈ＠ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｌｇ．ｊｐ

～ヤングアダルト～ 『ガフールの勇者たち』ｷｬｽﾘｰﾝ・ﾗｽｷｰ著

10 月にアニメ映画公開される。メンフクロウのソーレンが主人公。作者がフクロウの生態を

読書推進運動協議会がおすすめする本（過去 3 年分含め）

調べているうちに、想像力がかきたてられてできあがったファンタジー小説。ソーレンがまだ

を紹介します。
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幼鳥だった頃、兄によって巣から落とされた。その頃、各地で卵や幼鳥がさらわれる事件が
は休館日

『COP10』展 9/30(木)～10/26(火)

多発しており、両親がいない間のこと、ソーレンもその当事者となってしまった。連れ去られて

名古屋で 10 月 11 日（月・祝）～29 日（金）

きたのは、聖エゴリウス孤児院。怪しげな集団は何をしようとしているのか。脱出に成功した

土・日、23 日秋分の日は 午後 5 時 15 分で閉館

生物多様性条約第 10 回締約国会議が行わ

ソーレンと親友のサボテンフクロウのジルフィーは、仲間を増やしつつ、恐ろしい計画を知ら

です

れます。そこで、生物多様性って何だろう？

せに伝説のガフールの勇者たちの住みか「ガフールの神木」をめざして旅立つ。随所に出て

毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から

と考えるための本を集めました。

くるフクロウの生態を知りながら、作者の作り上げた鳥の世界を楽しんでください。

絵本テーマ展示：「いたずらものは誰?」～9/28(火)
絵本の中のいたずらでぷぷぷっと笑ったり、
うっぷんを晴らしたりする。そんな絵本を紹介します。
夏休み図書館ボランティアに来た、小学校 5 年生の

★私も家庭文庫をやりたいという方へ★

7 日：トラベルブック(三和小学校本の入替え）

市内文庫の先輩方からのコメント
やる気になりさえすれば、本が少なくてもできる。又、子どもに本を、自分
にもいい本を読みたい、みんなと共有したいという思いがあればできると思う。

「生きもの絵本」9/30（木）～10/26(火)

子どもの本について勉強したい人は全国にたくさん仲間がいます。親子読書地域文

◎展示本も借りることができます◎

庫全国連絡会、略して「親地連」や日本子どもの本研究会(非会員でも参加できる講
座あり)という組織があります。財団法人出版文化産業振興財団（JPIC）が主催する

今回は絵本ではないのです。昨年の夏、自然科

学の分野の児童書で衝撃を受けた一冊『チリメンモンスターをさが
せ！』、お読みになったでしょうか。そしてこの夏、新たな自然分野
での衝撃の１冊を紹介させてください。『煮干しの解剖教室』小野眞
理子著です。生物の先生たちには、特に変わったことではないとい
う話のようですが、解剖授業など受けたことのない私には、とっても
興味深く、加工食品となっているので命を絶つこともない、なんなら

読み聞かせサポーター講習会に参加したり、JPIC 読書アドバイザー養成講座という通
信教育とスクーリングの組み合わせで、「本の歴史」「印刷と製本」「出版と流通」「情報収

ればできます。昔、某ファストフードチェーン店のチキンから骨格を
組み立てたという人がテレビで紹介されていたが、興味さえわけ
ば、なんだって勉強になるのですね。

8 日：おひざでごろごろ

の仲間が集まります。 伊藤忠記念財団は毎年、子ども文庫助成事業を行っていま

す。10 月下旬には、みのかも市民活動サポートセンターが読み聞かせの初心者講座を
企画中なので注目していてください。図書館としても本が好き、子どもたちに素敵な本

と出会わせたいという気持ちをお持ちの方々のサポートをします。

乳幼児向けの読み聞かせです

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「収穫の
秋」 絵本を読んだり、手遊び
しましょう。

来月は 13 日

12 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時 30 分
7,21 日：北部分室貸出日
（21 日ロング昼休み読み聞かせ）

集と検索」「読書推進運動」等学べるものもあります。“おはなしおばさんの学校”は県内

最後はダシとして利用もできる。なんて合理的な実験なんだろうと
関心したわけです。道具は、白い紙とつまようじか、ピンセットがあ

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう

Y・N さんと K・I さんの手作り POP も見てください。
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30 分程度

☽夜間延長のお知らせ★
9 月まで平日の閉館時間が午後 7 時になります。
注意 中学生までの保護者のいないお子様の滞
在はお断りいたします。

～図書館整理期間によってわかったこと～

言語が同じ割合で行方不明です。児童は芸術の分野が

6 月 28 日～7 月 2 日にわたって、蔵書の点検と清掃を行いました。

目立って行方不明です。

中央図書館で不明となっている本が、一般１２４冊・児童４冊でした。

返し忘れの本が眠っていないか、心当たりの方は

一般は小説、芸術の分野で不明が多く、次いで、歴史、自然科学、

お確かめください。待ってます。

・

美濃加茂市中央図書館通信

・

*** むくは市の木です ***
２０１０年１０月号

No．２３８

１０月カレンダー

美濃加茂市中央図書館
日

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ3.ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｇｉｆｕ.ｊｐ

2010・第 64 回『読書週間』 ≪標語≫気がつけば、もう降りる駅。

「読書サークル活動報告」展 10/26（火）～11/7(日)

～ヤングアダルト～

10 月 23 日(土) 13:30～14:30 おはなしランド＆人形劇サークル星の子

ズ、明智小五郎、金田一耕助等々、物語の数だけ名探偵がいるわけですが、これ
からご紹介するポアロとミス・マープルの二人もそんな名探偵と呼ばれる人物です。
この二人をこの世に生み出したのは今から１００年ほど前のイギリスの作家アガサ・
です。 そんなアガサの生み出した２人は、とても個性的な探偵です。ポアロは小柄
で、髭の手入れに気を使う少々へんてこな紳士です。ところが事件が起きると本人
いわく「灰色の脳細胞」をフル回転してみごとに事件解決。 一方、ミス・マープルは

10 月 24 日(日) 14:00～15:00 朗読会『声にして楽しむ源氏物語』
瀬戸内寂聴さんによる現代語訳を、みのかも「声のドラマ」の会メンバー
のみなさんに朗読していただきます。

いずれの行事ともに中央図書館 2 階集会室 申込不要・参加無料

傍目にはどこにでもいる人のいいお婆ちゃん。ところが、事件の話を聞くと一見関係
のないような自分の人生経験談を織り交ぜながら事件の真実に迫ります。 この二
人に共通するのは、現場での証拠探しよりも事件関係者との何気ない会話や行動
からその人物の分析を行い、真相に迫っていくスタイル。その結果、思わぬ人物が
犯人として浮かび上がってくるのです。
これから始まる読書の秋。皆さんも、ポアロやミス・マープルと一緒に数々の謎を
解いてはいかがでしょうか？ （教育委員会Ｋ）
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実は先月 9 月 15 日がアガ

クリスティー。「ABC 殺人事件」「そして誰もいなくなった」等多くの名作を残した作家
2010 国民読書年・読書週間行事

水

ｅ-ｍａｉｌ ｌｉｂ-ｃｈｕｏｈ＠ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｌｇ．ｊｐ

物が登場しますが、あなたは誰の名前を真っ先にあげますか？シャーロックホーム

「華道展」福田社中 10/7(木)～9(土)ただし 16 時撤花

火

じゃあ、読もう。

サ・クリスティーの誕生日、生誕１２０年。推理小説には様々な名探偵と呼ばれる人

「COP10 生物多様性条約」展 ～10/26（火）

月

絵本テーマ展示「生き物絵本」は生物多様性年と、名古屋で開催

される締約国会議を背景に選んだテーマです。地球上にはいろんな植物、生き物が

24
31

は休館日
土・日 午後 5 時 15 分で閉館です
毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から
30 分程度

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう
19 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ
＆三和小学校本の入替え）
13 日：おひざでごろごろ

乳幼児向けの読み聞かせです

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「おなか
がすいた」 絵本を読んだり、手遊びしましょう。
来月は 10 日

と き 平成 22 年 10 月 30 日（土） 10:00～11:30 開場 9:30

いることを感じられる絵本を集めました。

ところ 美濃加茂市東図書館 視聴覚ホール

『生きものいっぱいゆたかなちきゅう』（本川達雄・うた ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝｲﾁ・絵）地球上には

10 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時 30 分 (東図書

演題 『ヘレン婦人の愛』 自身の訳書 「１ダースのもらいっ子」

180 万ものちがった生き物がいる。違うということはそれだけの名前もある。いろん

館にて）

な環境があるから、そこに適応したいろんな生物が生きている。それが豊ってことと

5,19 日：北部分室貸出日

ヘレン・ドス／著 いのちのことば社 より

講師 辻 紀子（つじ
申込み不要

としこ）さん（翻訳家・元辻オルガン代表）

参加料無料

絵本テーマ展示：「生き物絵本」～10/26(火)

生物学の先生が歌にしました。でも、違いを見分けるためにどんな分類をしている
のだろう。世界で統一した認識にすると「地球上には何種類いるのか」「原産国はど

返却日シオリのデザインが変わった

こなのか」と答えが出せるようになる。『カモノハシくんはどこ？』（ｼﾞｪﾗｰﾙ・ｽﾃｱ作 ｳ

ことに気がつきましたか？

ｨﾘｰ・ｸﾞﾗｻｳｱ絵）では生物学上ユニークなカモノハシを主人公に生き物の分類の仕

地球上には、人だけでないたくさんの生きものが

方がお話になっています。『せかいはいったいだれのもの？』(ﾄﾑ・ﾎﾟｳ文 ﾛﾊﾞｰﾄ・ｲﾝ

市のイベントなど楽しくお出かけできる情報

生きている。動物、虫、植物の絵本を集めました。

ｸﾞﾍﾟﾝ絵)は「おやすみなさいの絵本」でもとりあげる絵本です。世界各地の野生動物

を載せています。返却日の確認とともに、

の親子が「せかいはいったいだれもの?」と会話しています。最後は小さな男の子が

是非お目通しください。

「ムーミンと北欧３ヵ国絵本」10/28(木)～11/23(火)
◎展示本も借りることができます◎

パパに聞く質問です。パパは何と答えるでしょうか。

美濃加茂市中央図書館通信

・

・

*** むくは市の木です ***
２０１０年１１月号

No．２３９

１１月カレンダー
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美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316
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じゃあ、読もう。

ｅ-ｍａｉｌ ｌｉｂ-ｃｈｕｏｈ＠ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｌｇ．ｊｐ

2010・第 64 回『読書週間』≪標語≫気がつけば、もう降りる駅。
～ヤングアダルト～
『図書室からはじまる愛』 パドマ・ヴェンカトラマン／著 白水社
手に取るのが恥ずかしいようなタイトルの本ですが、帯の 2009 年全米図書館協会
「映画化される作品」AV 書架上にて小展示中!!

「ヤングアダルトのためのベストブックス」という文句に惹かれ、読みました。著者の

「読書サークル活動報告」～11/7(日) 市内の読書サークル７団体の

名前を見て、どこの国の人かわかった人はすごいかも。インド出身で、現在は米国

活動紹介。

在住の女性です。物語の舞台も 1941 年のインド。インドの階級制度カーストの最高

「税を考える週間」11/11(木)～17(水)

位に属するブラーフマンの一族として生まれた主人公の女の子ヴィドヤ。両親、兄と

「人権」11/25(木)～12/10(金)

共にボンベイ(ムンバイ)で何不自由のない暮らしをしていたところ、ある事件で父が

絵本ﾐﾆ展示「人権 いろんな人がいる」

重いけがを負い、マドラスに住む祖父一家と暮らすことになり生活が一変。ヒンドゥ
ー教の教えに忠実に暮らす祖父宅では、伯母やいとこにつらくあたられ召使のよう

絵本テーマ展示：「ムーミンと北欧 3 国の絵本・児童書」

に働かされ、そんなヴィドヤにとって唯一の楽しみが、屋敷のなかにある図書室で

10/28(木)～11/23(火)

本を読むこと…。物語の背景では、イギリスからの独立を目指すマハトマ・ガンディ

ムーミン誕生 65 周年。絵本からフィンランド、スウェーデン、ノルウェー

ーによる「非暴力不服従」の抵抗運動や、日本軍による侵略の危機に怯える当時の

の文化にふれてみましょう。中学校職業体験で図書館に来た生徒さん

インドの社会状況、ヒンドゥー教の習慣や風習（月に一度あるお祭りや厳しい男尊

作成のポップも見てください。

女卑）が描かれ、インドという国にあまり馴染みのなかった私はとても興味深く読み
ました。また、そんな逆境のなかにあっても、夢を持って生きる主人公ヴィドヤの強

「冬の絵本」11/25(木)～1/25(火)
◎展示本も借りることができます◎

図書館はあなたの生涯学習の発表の場でもあります。
図書館で借りた本を参考にして作ったおりがみや洋裁、
編み物、絵画の展示。朗読や歌、自分の考えを発表する
など、自分を表現するステージにしませんか。
個人でも利用可能です。

か
さに魅力を感じました。○
65
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は休館日
土・日、3 日(文化の日)・23 日(勤労感謝の日)は
午後 5 時 15 分で閉館です
毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から
30 分程度

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう
16 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ
＆三和小学校本の入替え）
10 日：おひざでごろごろ

乳幼児向けの読み聞かせです

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「行楽の

『あくたれラルフのたんじょうび』ｼﾞｬｯｸ・ｶﾞﾝﾄｽ作
ﾆｺｰﾙ・ﾙｰﾍﾞﾙ絵

秋 おでかけしましょ」 絵本を読んだり、手遊び
したりします。来月は 8 日

「いたずらっこ」のテーマ絵本に登場した『あくたれラルフ』の続きが 2010 年、前作か

14 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時 30 分

ら 28 年を経て翻訳されました。原作自体１作目 1976 年、続編が 1990 年なので、24

2,16 日：北部分室貸出日

年後に出版されている。日本では、1 作目は 1982 年福音館書店で出版されその
後、童話館出版に変わり、続編『あくたれラルフのたんじょうび』は PHP 研究所から

お知らせ

こみやゆうさんによって訳され出版されました（前作の訳者は石井桃子さん。2008

13,14 日は「みのかも産業祭」です。テント準備が

年 101 歳で永眠されました）。ラルフのあくたれぶりは健在。やりたい放題なラルフ

始まる 11 日からは、市役所駐車場をご利用くださ

を、私はかねてよりお笑い「ネプチューン」のホリケンさんを思い出させるのですが、

い。産業祭当日の駐車場は産業祭用駐車場やシ

我が子を思い出す親御さんもいるかもしれませんね。どんなにあくたれでも、飼い主

ャトルバスをご利用ください。また、館内外が大変

のセイラたち家族に愛されるお話は、子どもの成長にともないラルフになって聞いた

騒がしくなりますことを御承知のうえお越しくださ

り、セイラになって聞いたり、きっと心を満足させると思います。

い。大変ご不便をおかけしますが、ご協力お願い
いたします。

美濃加茂市中央図書館通信
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・

*** むくは市の木です ***
２０１０年１２月号

１２月カレンダー

美濃加茂市中央図書館

No．２４０

日

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ3.ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｇｉｆｕ.ｊｐ

「映画化される・された小説」AV 書架上にて小展示中!!
絵本ﾐﾆ展示「人権 いろんな人がいる」

絵本テーマ展示：「冬の絵本」～1/25(火)
冬の遊び、クリスマス、お正月、干支をキーワード
にした絵本を集めました。
◎展示本も借りることができます◎
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『氷菓』 米澤穂信/著
10 月に映画公開した『インシテミル』の原作者米澤穂信さんは岐阜県神岡町の出身。

「心と体を温める」12/14(火)～1/25(火) 寒い寒いこの季節、心も体も 今回紹介するのは、書店員をしながら書いた『氷菓』（2001 年第 5 回角川学園小説大
ほっこり温めませんか。まずは体温を上げることから。そして温泉。
賞ヤングミステリー＆ホラー部門奨励賞を受賞）。神山高校の日常の中に現れたちょ
絵本までいろいろ紹介します。

火

じゃあ、読もう。

～ヤングアダルト～

「人権」～12/10(金) 主催：多文化共生課

月

っとしたミステリーを古典部部員で主人公折木奉太郎（ホータロー）が推理し謎を解

～
1/4

は休館日

く。日々坦々と過ごすことを信条とし、それを省エネ主義と言う少年が、個性豊かな仲

土・日、23 日天皇誕生日の日は 午後 5 時 15 分

間に囲まれながら、毎回「なんで、ホータローわかったんだ」というような行から読者に

で閉館です

その答えを伝えてくれる。彼の姉がエアメールで伝えてきた「古典部に入りなさい。」Ｏ

毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から

Ｇである姉が、部員がおらず今年新入部員がいなければ自動的に廃部となってしまう

30 分程度 （11 日は冬企画のため 1 時間程度 2

古典部を守れという。この部とはいったい何なのか、そして同学年の見た目は清楚、

階集会室）児童コーナー赤いじゅうたんの場所

・

・

性格は好奇心の権化千反田えるの入部の謎、この辺もミステリー、これ以上書いてし

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう

カルタ大会出場者募集

まうとネタバレ度アップしてしまうので、タイトルも物語の重要な鍵なのですということ

絵本を題材にしたジャンボかるたや郷土かるた、岐阜県方言かるた

でとどめておきます。以降<古典部>シリーズとして『愚者のエンドロール』『クドリャフカ

21 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ

でかるたとりをします。毎年恒例の干支しおりをプレゼント！

の順番』『遠まわりする雛』『ふたりの距離の概算』と続いている。作者近影は雑誌

＆三和小学校本の入替え）

●と き 平成 23 年 1 月 9 日（日）午後 2 時～2 時 45 分

CREA2010 年 9 月号で見ることができます。ちなみに、角川書店が毎年主催している

●ところ 中央図書館 集会室 ●対 象 どなたでも

ライトノベルの新人賞で同年の自由部門特別賞が滝本竜彦のデビュー作『ネガティブ

8 日：おひざでごろごろ

●参加料 無 料 ●申込み 直接または、電話で中央図書館へ

ハッピー・チェーンソーエッヂ』。チェーンソーを振り回す悪と戦う女子高生と喫煙飲酒

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「体を動

は当たり前、適当に高校生しているけど根底には生きることへの不安を抱えているよ

かそう」 絵本を読んだり、手遊びしましょう。来月

図書館ボランティア募集

うな男子が登場している。市原隼人主演で先に映画化されている。美濃加茂市の青

は 12 日

本や図書館が好きな人、自分の興味のあること、得意分野を生かし

少年よ、作家になったら全ての著作を寄贈してね。

12 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時

てボランティアをしてみませんか。
●活動内容
ブックボランティア…書架整理や蔵書点検の手伝い、図書修理など
キッズボランティア…おはなし会での子どもへの読み聞かせや工作等
イベントボランティア…リサイクル本の収集やイベントの企画・実施
環境ボランティア…植栽や清掃、壁面飾りの作成など館内外の環境
整備
ハンディキャップボランティア…宅配サービスや音訳資料の作成

乳幼児向けの読み聞かせです

7,21 日：北部分室貸出日
＊この他にも希望の活動があれば図書館へぜひ
ご連絡ください

66
絵本の記憶○

かいじゅうファッションと聞いて、どんな怪獣を想像しました

か？若い人たちのファッションを知っている人にはあぁアレのこと･･･で終わって

●活動場所 中央・東図書館、三和公民館内北部分室）

しまいますが、ファーブーツを由来とするストリートファッション。その他をしっぽ

●問合せ

中央図書館 ℡25-7316

みたいなチャームや帽子などアイテムがあります。ファーブーツの足元はどう

東図書館 ℡26-3001

見ても『かいじゅうたちのいるところ』モーリス・センダックのモンスターなわけで
す。第１次ウルトラマン世代（50 歳代）に怪獣というと、爬虫類型のギザギザし
たイメージをもたれてしまいます。センダックのモンスターにも鳥の脚やウロコ
のようなのもいますが、あくまでも毛がフサフサしている方のかいじゅうです。

美濃加茂市中央図書館通信

・

・

*** むくは市の木です ***
２０１１年１月号

No．２４１

１月カレンダー

美濃加茂市中央図書館
日

月

火

水

木

金

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ3.ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｇｉｆｕ.ｊｐ

1

ｅ-ｍａｉｌ ｌｉｂ-ｃｈｕｏｈ＠ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｌｇ．ｊｐ

「映画化される作品」AV 書架上にて小展示中!!

～ヤングアダルト 『2010 年宇宙の旅』ｱｰｻｰ・C・ｸﾗｰｸ著

「心と体を温める」～1/25(火)
関連催事「“温めて・・”元気になる講座」

2010 年も終わってしまった。『2001 年宇宙の旅』の続編で、初版は 1984 年です。ＳＦ小説

1 月 23 日(日)10:30～12:00

はよく、現実がどこまで追い付いているかなど比較されたりしますが、『2001 年～』の段階

2 階集会室

ですでに木星まで有人飛行しています。昨年の日本宇宙開発事業の偉業といえば、はや

講師 整体師 兼岩久雄 さん

土

「免疫と体温」「関節・筋肉」のお話をしていただきます。

ぶさの帰還でしょうか。『小惑星探査機はやぶさの大冒険』という本をお薦めします。さて、本書、メ

定員 50 名 参加料無料 （申込み用紙もしくは電話にて

ンインテーマがシュトラウス作曲「ツァラトゥストラはかく語りき」で映画にもなっています。こ

受付、定員になり次第締め切ります 質問などありましたら、

の曲、ニーチェの同名著作にインスピレーションを受けて出来たもの。去年は『超訳ニーチ

申込み用紙裏面にご記入ください）

ェの言葉』も出版されましたね。長い物語から良いとこ取りして、ニーチェをわかりやすく紹

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

は休館日

開館時間 平日 10:00～18:00 土日 10:00～17:15

介してあるものです。著者の科学知識に人類の進化についてのスピリチュアルな想像力

毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から

が加わり、『2001 年～』でディスカバリー号乗組員を殺害したコンピューターHAL9000 はど

30 分程度

対象：どなたでも 参加料無料

うなるのか、そして謎の物体モノリスの正体が明かされます。仕事柄か、読んでいると『鏡

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう

内容：郷土カルタやジャンボかるた岐阜県方言かるたで

の国のアリス』、シェークスピア『ジュリアス・シーザ』の引用や、エドガー・アラン・ポー『落

18 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ

とし穴の振り子』、『指輪物語』、ロシア民話「バーバ・ヤガー」、ドンキー・ホーテとサンチョ・

＆三和小学校本の入替え）

パンサの例え、オーウェル『1984 年』、メイヴィル『バートルビー』、プルースト『失われた時

12 日：おひざでごろごろ

を求めて』、トルストイ『クロイツェル・ソナタ』、映画「バウンティ号の反乱」などが長い旅を

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「ことば

まぎらわす読書だったり、人を表現する例えに物語の登場人物を当てたりして出てくるの

あそび」 絵本、手遊び、工作など。来月は 9 日

カルタとり大会 1/9(日)午後 2 時～2 時 45 分 2 階集会室

遊びましょう。
チラシについた申込み用紙もしくは電話にて参加
受付します
絵本テーマ展示：「冬の絵本」～1/25(火)
お正月の楽しみや雪景色の美しい絵本など。

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

乳幼児向けの読み聞かせです

で大変興味深く、作者像を思い描いたり、登場人物の人となりを推測したりするのでした。
ちなみに、美濃加茂市と宇宙と言えば、毛利衛さんが 1992 年スペースシャトル内の無重

9 日:ｅ顔クラブ定例会 カルタとり大会終了後

力で実験した紙飛行機の設計者野口常夫さん（太田町出身）から紙飛行機のレプリカを
「爆発絵本」1/27(木)～2/22(火)

文化の森に寄贈されました。

2 月 26 日は芸術家の岡本太郎さん生誕 100 年です。
名言「芸術は爆発だ」にちなみ、絵本を選びました。

5 日･18 日：北部分室貸出日

67 『あかちゃんはおかあさんとこうしておはなししています』ｽｷﾞﾔﾏｶﾅﾖ/著 赤ちゃんとママ社
絵本の記憶○

『たいせつなあなたへ

あなたがうまれるまでのこと』ｻﾝﾄﾞﾗ・ﾎﾟﾜﾛ=ｼｪﾘﾌ作

◎展示本も借りることができます◎

おーなり由子/訳 講談社

回紹介する２冊、タイトルからもわかるように、お母さんと赤ちゃ
美濃加茂市でブックスタートが始まり、1 年 9 カ月。市内すべての

んのことをテーマとした絵本です。赤ちゃん絵本コーナ（中央図

図書館の本の管理はすべてデジタル化。「以前私が何を読んだか知り

赤ちゃんに、絵本をきっかけにした親子のふれあいをしませんかと、

書館は赤いじゅうたんを上がった窓下）に置きます。イライラして

たいんですけど」と尋ねられますが、残念ながら個人の読書記録は保

絵本をプレゼントしています。「絵本なんて早い」そう思われる方に、

しまう時に、自分のために絵本を読む。最初は集中できないかも

存していません。手帳に書く、パソコンで管理するなど自分のスタイル

「赤ちゃんに語りかけることは早いですか？」とお話しします。ブック

しれないけど、そのような自分を客観的に観察しながら、一種座

で記録をとっておくことをおすすめします。読み終わったら書き留める。

スタートの絵本は語りかけるための道具。お話を理解させるもので

禅のように絵本を読む。前者は赤ちゃん理解に、後者は出産ま

毎日つける日記が三日坊主で終わったとしても、これなら長く続けられ

はなく、読む人の表情、声、抱っこのぬくもりなどと赤ちゃんの表情、

での時間の中に感じた、親になる喜び、覚悟など思い出させてく

ると思いますよ。新しい習慣にしませんか！！

動き、声、温かさをなどをお互いに感じとってほしいのです。さて、今

れるでしょう。きっとやさしい気持ちになれます。

読書記録をつけませんか

美濃加茂市中央図書館通信

・

・

*** むくは市の木です ***
２０１１年２月号

No．２４２

２月カレンダー

美濃加茂市中央図書館
日

月

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ3.ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｇｉｆｕ.ｊｐ

14

15

16

17

18

19

岡本太郎(1911-1996)という芸術家は知っているかな。教科書「美術 2･3 下」37 頁に

20

21

22

23

24

25

26

油彩が 1 つ紹介されている。身近な作品としては、犬山市にある日本モンキーパー

27

28

『岡本太郎 歓喜』岡本太郎/著 岡本敏子/編 1997 年出版

くらいである。あと、忘れていけないのは、母が岡本かの子で父は岡本一平。一平
さて、本書は岡本太郎の数ある作品と言葉から一冊の本に凝縮したもの。言葉

講演会：「地域を知ろう 美濃加茂市の岡本一平」

の端々からこんな人だったのかと知る。フランスに留学していた頃に、バタイユやマ

３月６日（日） 午後 1 時 30 分～3 時

ックス・エルンストと出会っている。ピカソ(1881-1973)とも面識がある。一人ひとりの

お話：黒野こうきさん （画家・詩人・地方史研究家）

歴史の流れに岡本太郎が繋がった。ドイツ軍のパリ進行により帰国、中国へ出征し

会場：美濃加茂市中央図書館 2 階集会室

ていることから、戦争についても考え、歴史認識の細い糸が少し太くなったような気

申込み：前日までに、チラシ添付の申込み用紙を中央・東図書館に

がした。朝読にいかがですか。

出すか、お電話で受付します。

「（省略） 音もなく、おどろおどろしい残骸もなく、ぱーっと宇宙に放射
する。無償、無目的に。色でない色、形でない形で。全生命が瞬間に
ひらききることが爆発なのだ。」『岡本太郎 歓喜』より

幼稚園、保育園、小学校ってどんなところだろう。

は休館日

開館時間 平日

10:00～18:00

11 日・土日 10:00～17:15
毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から
30 分程度

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう
15 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ
＆三和小学校本の入替え）
9 日：おひざでごろごろ

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「ちいさ

堂上蜂屋柿の品評会が 1 月 24 日めぐみの農協で行われた。美濃加茂市の特産品

いおはなし」 読み聞かせや、手遊びしましょう。

の中でも特産。高級干し柿だけど、日本農業の後継者問題はいなめない。食の世

来月は 9 日

界遺産にも選ばれた技術をどうか若い人たちに伝えていってほしいし、私たちは関

13 日:ｅ顔クラブ定例会 午後 1 時 30 分

心を持たなければいけませんね。さて、『干し柿』（西村豊 写真・文）という長野県、

1,15 日：北部分室貸出日

山梨県を取材してできた写真絵本があります。柿の花を見たことがありますか？思
い出せますか？答えは、絵本の中にあります。美濃加茂バージョンが出来たら素敵

図書館でできること

だなと思います。干すと言えば、干し野菜のレシピ本が出版されるくらい、ちょっと人

図書館は本を借りるところだけでなく、何かを調べ

気です。切干大根は我が家でも家庭用に作っています。『ぬ～く ぬく』（飯野和好/
作 山本孝/絵）を思い出します。絵本では漬物用に大根が 1 本葉っぱつきのままた
芋がお互いの将来を自慢しあっています。どちらも人に好かれる食品になるんだと
納得している楽しい絵本。昔の人の知恵と豊かな食事を見直す 2 冊を紹介しまし
た。

るお手伝いもします。地域の情報の集積地とし
て、郷土資料の収集を中央図書館が担当。東図
書館は生涯学習の発表の場としての機能も持ち
合わせています。もちろん中央図書館でも、作品
展示や朗読、演劇、落語などの発表会もできま
す。自分の特技を発表してみませんか？図書館っ
てすごいところなんです。

◎展示本も借りることができます◎

乳幼児向けの読み聞かせです

68
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くさん縁側につるし干され、その下に干しいもが並び秋の田舎の様相。大根とさつま
「入園・入学の絵本」2/24(木)～3/29(火)

5

13

～ヤングアダルト～

は美濃加茂市が終焉の地ということ。

名言「芸術は爆発だ」にちなんだ絵本を選びました。

4

12

大阪跡地に残る「太陽の塔」は有名だし、縄文土器の芸術再発見した人かなという

2 月 26 日は芸術家の岡本太郎さん生誕 100 年です。

3

11

った」など、昔話を後世に伝えていきませんか。

絵本テーマ展示：「爆発絵本」～2/22(火)

2

10

があるが、目を見開く表情が印象的で覚えている。芸術家としての知識は、万博の

文化が、岡本一平を通して見えてくる～

1

9

「家には一平さんが書いた色紙があるよ」「一平さんはこんな人だ

～岡本一平さんはどんな人？戦後まもない郷土の人々の生活や

土

8

クの「若い太陽の塔」がある。私はかろうじて、晩年の岡本太郎をテレビで見たこと

対象：どなたでも

金

ｅ-ｍａｉｌ ｌｉｂ-ｃｈｕｏｈ＠ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｌｇ．ｊｐ

「私は一平さんに漫俳を指導してもらいました」

定員５０名 無料

木

7

『岡本太郎・一平・かの子 関連書籍』展示 1/27(木)～3/29(火)

図書館に昔話をしに来てください。

水

6

「映画化される作品」AV 書架上にて小展示中!!

一平さん情報募集中。

火

・

美濃加茂市中央図書館通信

・

*** むくは市の木です ***
２０１１年３月号

No．２４３

３月カレンダー

美濃加茂市中央図書館
日

月

美濃加茂市太田町 1921-1 Tel 25-7316
ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ3.ｃｉｔｙ．ｍｉｎｏｋａｍｏ.ｇｉｆｕ.ｊｐ

★すでにインターネット予約を利用している方→システムの更新にともない、

『岡本太郎・一平・かの子 関連書籍』展示 ～3/29(火)

3 月 30 日にパスワードとメールアドレスを消去します。4 月１日以降に各自、再度登録を

講演会：「地域を知ろう 美濃加茂市の岡本一平」

お願いします。新機能として、メールアドレスも登録すると、予約本の準備が出来たことを

３月６日（日） 午後 1 時 30 分～3 時

メールでお知らせしますので、便利ですよ。

定員５０名 無料

お話：黒野こうきさん （画家・詩人・地方史研究家）

★まだインターネット予約の利用を申し込んでいない方→図書館で利用の申込みをして

会場：美濃加茂市中央図書館 2 階集会室

ください。パソコンや携帯電話から、美濃加茂市立図書館のホームページへ、「本をさが

申込み：前日までに、チラシ添付の申込み用紙を中央・東図書館

す」で調べて、貸出中の本をその場で予約できるので便利です。また、登録されると、借

に出すか、お電話で受付します。

りている資料の返却日や、予約している本の状態を確認できます。

対象：どなたでも

～ヤングアダルト～ 『健太、斧を取れ！』（クリストファー・ベル

～岡本一平さんはどんな人？戦後まもない郷土の人々の
生活や文化が、岡本一平を通して見えてくる～

トン/著 渡辺順子/訳）から始まり、いろいろ紹介
ロンドン生まれの作家が、日本が舞台で日本人が主人公の本ってめずらしいと思った。表紙
の折り返しに、日本人女性と結婚して 1978 年以降日本在住とある。納得。1955 年生まれだか

「生活の詩 “漫俳”をつくってみよう」
３月２４日（木）午後 2 時～４時

ら、日本の生活の方が長いことがわかった。でも、それにしても変な題名だ。エイブラハム・リン

定員５０名 無料

カーンの名言に「斧を研ぐ」という言葉はあるが、これは作者がこの物語のために作った慣用

講師：黒野こうきさん

句。その意味は読んで確かめてほしい。出だしからすぐに物語が展開するので、本は我慢して

会場：美濃加茂市中央図書館 2 階集会室

読むものだと思い込んでいる子にも楽に読めるかも。輪廻転生の回数とその命の繰返しに罪

申込み：前日までに、チラシ添付の申込み用紙を中央・

の総量が決まっていたら。16 回目の命を生きることは稀で、その人を「再生者」という。14 歳に

東図書館に出すか、お電話で受付します。

なってそのことを知った少年少女と伝説の生き物たちの物語。この本が面白いと思ったら、「コ

対象：どなたでも

ニ―・ライオンハートと神秘の生物」シリーズも読んでみて。環境問題を背景に住みかを追われ

持ち物：筆記用具

る伝説の生き物たちと人間のお話。その他、『健太』の伝説の生き物たちは、自然に溶け込ん

～岡本一平さんが創始した漫俳とはどんな
俳句か学び、実際に創ってみましょう～

だ生活をしているのに対し、「アルテミス・ファウル」シリーズは人間よりもはるかに科学技術が
進歩して、姿を見られないように生活をしている。天狗と共存している漫画もある（注意：図書館
にはない）。『町でうわさの天狗の子』（岩本ナオ）は天狗と人間のハーフの女の子が主人公。
同じ作者で『雨無村役場産業課兼観光係』は役場と村民が一緒になって村を盛り上げるお話。

絵本テーマ展示：「入園・入学の絵本」
～3/29（火）

69
絵本の記憶○

美濃加茂市も、ここでしかないもので盛り上げたいと思わない？

『一年生になるんだもん』角野栄子/文 大島妙子/絵
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インターネット予約の利用についてのお知らせ

「福田社中 いけばな展」3/25、26（金・土）
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は休館日
開館時間 平日 10:00～18:00
土日 10:00～17:15
★お知らせ★
30～31 日は特別休館です。ホームページも
利用できません。
毎週土曜日おはなしランド：午後１時 30 分から
30 分程度

児童コーナー赤いじゅうたんの場所

で、お話を聞きます カードをもらってシールをはろう
15 日：トラベルブック（北部分室にて読み聞かせ
＆三和小学校本の入替え）
9 日：おひざでごろごろ

乳幼児向けの読み聞かせです

午前 10 時 30 分から 30 分程度 テーマは「おさ
んぽ」 絵本を読んだり、手遊びしましょう。
来月 13 日
13 日:ｅ顔クラブ定例会 総会終了後
1,15 日：北部分室貸出日
一平さん情報募集中。

さっちゃん 6 歳の誕生日から、小学校入学式までのワ

「私は一平さんに漫俳を指導してもらいました」

クワク、ドキドキの日々。入学前の健康診断、そんなこともあったなとはるか昔を思い出しました。さっちゃんは、
だろう。何するところ？いろんな友達との出 おじいちゃんおばあちゃんから送られたランドセルを背負って姿見で、横から後ろからと確認します。ルンルンで
会い、遊び、勉強、給食当番、掃除、
す。持ち物にはお父さんが名前を書いてくれました。友達とは入学式に何を着ていくか当日までのないしょ。お

「家には一平さんが書いた色紙があるよ」「一
平さんはこんな人だった」など、昔話を後世に伝

遠足など

図書館に昔話をしに来てください。

幼稚園、保育園、小学校ってどんなところ

母さんたちも何を着るかお悩みでしょうね。まずは入学おめでとう。

えていきませんか。

