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■は休館日
■はにじのおはなし広場（11 時～）
『はるにあえたよ』

原

京子／文

はた

こうしろう／絵

Ｅ

≪カルタ会を開催します！！≫

マークとマータはふたごのこぐま。まだそとにでたことがありません。

【展示のお知らせ】
玄関ロビ―
☆「ＭＩＢＭ（イラストと手芸）」
４月１３日（火）～４月２６日（月）
森山町在住の岡田真由美さんの作品を展示
☆「第 3 回

アート展」

４月２７日（火）～５月１０日（月）
ＮＰＯ法人夢サポートの皆さんの作品を展示
カウンター前
☆ 「方言を知ろう 子ども読書の日記念展示」
４月５日（月）～５月９日（日）
岐阜県の方言を中心に方言の本を紹介
児童コーナー
☆ 「お父さんに読んでほしい絵本」
４月２０日（火）～５月１３日（木）
春の読書週間にちなんで、お父さんにも
読み聞かせを楽しんでもらえる本を紹介

はじめてのはるにわくわく…。ふたりはまちきれなくなって、

とき：5 月 8 日（土） 午前 11 時～12 時

はるをさがしにでかけますが…。

場所：東図書館 2 階視聴覚ホール
対象：5 歳以上

『リトルクワック

おともだち』

参加料：無料

ローレン・トンプソン／著

デレック・アンダーソン／画

オオノ

定員：３０名

トモコ／訳

Ｅ

ある日、見たこともないいきものが、池にボチャンとやってきました。
そのいきものはグワッグワッとないて、ピョンピョンとんで、

申込み：館内設置の申込み用紙または
電話にて受付します。
内容：「岐阜方言カルタ」や「郷土カルタ」
で遊びます！

おまけにみどりいろです！
リトルクワックは、さいしょはずかしがっていましたが、すぐにあたらしい
友達とガァガァグワッグワッとなかよくうたいはじめました！
お友達をつくるってさいこう！

☆岐阜方言カルタ
『べんこらしー』『のうならかす』『なまかわ』
この意味わかりますか？

『しぜんはともだち』

Ｋ４６

カルタをしながら、岐阜県の方言を知って、

自然を見る・育てる四季を遊ぼう・食べようの春シリーズです。

楽しんでみましょう。

草花やアゲハチョウと遊びませんか？
☆郷土カルタ
『春の足音』

那須

正幹／作

永田

萌／絵

Ｅ

美濃加茂市の名所、史跡、行事や偉人などが

きょうは、立春。こよみのうえでは、春になるといわれています。

でてくるこのカルタは、図書館でボランティア活

でも、そとはまだ雪がのこっています。

動をしている“ｅ顔クラブの皆さんが作成

「家のまわりをさがしてごらんなさい。

されました。

春の足音がきこえるかもしれませんよ。」
先生がいいました。
ミカは、なかよしのよしみちゃんと、
春の足音をさがすことにしました…。

あなたはどれだけ、美濃加茂市のことが
わかるかな？
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５月のカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
１
２
９

３

４

５

６

７

８

１０ １１ １２ １３ １４ １５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９
３０ ３１

Ｎｏ．１６０

は休館日
はにじのおはなし広場
（午前１１時から～）

展示のお知らせ。
・玄関ロビー
☆『ぼくらく会 水墨画展』墨楽会さんの作品を展示します。
５月１１日（火）～５月２４日（月）
☆『趣味三昧展』』本郷町在住の山岡光彦さんの作品（木工・写真・陶芸）展示
を行います。
５月２５日（火）～６月７日（月）
・カウンター前
☆『みんなで楽しくおでかけ展』を行います。
５月１１日（火）～５月２５日（火）
・児童コーナー
☆『のりものの絵本』車、飛行機、船…色々な乗り物が出てくる本を紹介します。
５月１８日（月）～５月３１日（日）

８日（土）に岐阜の方言・郷土
カルタとり大会を行います。
時
１１時～１２時
場所
２階視聴覚ホール
対象
５歳以上
定員
３０名
参加料 無料です
みなさんの参加をお待ちして
おります。

こどもたちが大活躍する本を紹介します。
・チョコレート戦争 大石真：著
有名な洋菓子店金泉堂のショーウィンドーが突然割れた！いあ
わせた光一は無実の罪で犯人にされてしまいます。信じてくれ
ない大人たちを見返すため、金泉堂の看板である「チョコレー
トで出来た城」を盗む計画を立てた光一のもとに頼りになる仲
間が集まります！
・みつやくんのマークＸ 渡辺茂男：著／エムナマエ：画
主人公みつやくんは空想が大好きな男の子。空を飛び、水の上
も走ることが出来る、世界に一台しかないスーパーマシン「マ
ークＸ号」をつくりあげます。

東図書館でお茶会を行います。
時

場所
対象
定員
参加料
申込み

６月５日（土）
午前の部 １０時～１１時３０分
受付 ９時３０分
午後の部 １４時～１５時３０分
受付 １３時３０分
東図書館２階和室
４歳以上の方ならどなたでも 服装は自由です
２０人（先着順 午前の部１０名 午後の部１０名）
２００円（お茶、お菓子代）
５月１日（土）から、直接、または電話で東図書館へ
締切は５月３１日（月）です。
お茶を飲むときの礼儀作法を体験してみませんか？
みなさんの参加をお待ちしています。
お父さん、お母さんもご一緒にどうぞ。
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平成２２年６月号 No.１６１
６月のカレンダー ＜水無月＞
ロ
１（火） （三和）北部分室貸出日 ○

ホームページ http://www3.city.minokamo.ｇｉｆｕ.jp

児
○

ｶﾚﾝﾀﾞｰ記号⇒○
カ

カウンター前

２（水）
３（木）

♪「男女共同参画」

４（金） 休館日

６月１０日(木)～2３日(水)

５（土） お茶会 午前・午後（東）

☆

ｶﾚﾝﾀﾞｰ記号⇒○
児

６（日）

児童コーナー

７（月）

♪「雨の日が楽しくなる絵本」

８（火）

６月１日(火)～１０日(木)
梅雨の季節にふさわしい絵本の紹介

ロ
○

９（水）

カ
○

１０（木）

玄関ロビー

１１（金） 休館日
１２（土）

☆

１３（日）
１４（月）

ｶﾚﾝﾀﾞｰ記号⇒○
ロ

♪「趣味三昧展」
５月２５日(火)～６月７日(月)
本郷町在住の山岡光彦さんの作品を展示

♪「夏」

１５（火） （三和）北部分室貸出日

６月８日(火)～２１日(月)
飛墨会のみなさんの作品を展示

１６（水）

６月といえば何を連想しますか？雨・父の日・衣替などなど色々出てくると思います。
今回はそんな６月に関連する本を選んで見ました。
≪一般書≫
『アジサイ図鑑』コリン・マレー／著
美濃加茂市の
『ｙｅｓ－お父さんにラブソング』川上 健一／著
“市の花”は
『図解気象・天気のしくみがわかる事典』
『アジサイ』です。
≪児童書≫
『きいろいばけつ』もりやま みやこ／著
『雨ふる本屋』日向 理恵子／著
『たんぼのカエルのだいへんしん』内山 りゅう／写真
≪絵本≫
『あたし、ピーカンちゃん あめふりおとおともだち』大森 裕子／著
『あめじょあじょあ 』イ ミエ／著
『パパ、かばになる 』安江 リエ／著
『パパとぼく』あおき ひろえ／著
『ロッティーとハービードドさん結婚おめでとう』ペトラ・マザーズ／著
みなさんは、どんな本を思い浮かべましたか？やはり、梅雨(雨)でしょうか？
晴れの日と違ってチョッと気分も下がり気味になりそうですが、雨の日だって良いことは
あるものです。
みなさんがイメージする“６月の本”を探しに、図書館まで来てくださいね！

１７（木）
１８（金） 休館日
１９（土）
２０（日） 休館日

☆
父の日

２１（月） 夏至
２２（火）
２３（水） 男女共同参画週間
２４（木）
２５（金） 休館日
２６（土） 能丸千秋さんの講演会 19:00～（中央）☆
２７（日）
２８（月） 休館日（図書整理期間）
２９（火） 休館日（図書整理期間）
３０（水） 休館日（図書整理期間）
JJは、休館日／☆

は、“にじのおはなし広場”
（午前１１時から）

６／２８（月）～７月２（金）まで
図書総点検のため、特別休館します！！
大切な資料を管理するため、図書館の全ての資料を
一冊ずつ点検する作業です。
職員は、図書資料をバーコードでなぞり蔵書の有無の 確
認と本棚の清掃、図書の整理を行います。
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と、ご協力を
お願いいたします。
※図書館ホームページの検索・閲覧、ｗｅｂ・携帯電話から
の予約は期間中も可能です。
なお、休館中の資料の返却は、
次のようにお願いします。
☺本・紙芝居 図書館玄関横の返却ポストへ！
ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・レプリカ 返却できません！
7 月 3 日(土)以降に、東図書館カウンターまで
直接お返しください。

夏休みが近づき、課題図書の季節がやってきました。
今年も、図書館には課題図書がそろっています！！
長い夏休みに、１冊呼んでみませんか？
詳しくは、図書館まで！！

図書館からのお知らせ！
今年も、７月～９月までの 3 ヶ月間、平日(月～木)の開館時間を 1 時間延長します。
開館時間は、午前１０時～午後７時までになります
注意！
土・日・祝祭日は、午前１０時～午後５時１５分までです。
保護者の皆様へ
午後 6 時以降、小学生・中学生のお子さんにつきましては、必ず保護者の方同伴で
ご来館くださいますよう、お願い申し上げます。
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展 示 のお知 らせ

は休館日
はにじのおはなし広場

としょかんまつり ２階視聴覚ホール
玄関ロビー

≪中濃特別支援学校の生徒さんが選んでくれたお勧めの本≫
【乗り物編】
『さらばブルートレイン』６８６

☆ 「四季折々 美写会」
７月１３日（火）～７月２６日（月）
美写会の皆さんの作品（写真）を展示
☆ 「６０のて習い」
７月２７日（火）～８月９日（月）
牧野在住の寺澤香子さんの作品を展示

『日本縦断個室寝台特急の旅』６８６

カウンター前

「お話の世界を楽しもう」
とき ７月２５日（日） 午後１時半～午後２時半
内容 読み聞かせサークル“ブルー・ツリー”による朗読

「ゆびあみ教室」
とき

７月２６日（月）

午前の部１０時～１１時

午後の部１時～２時

定員

各２０名（７/１より申し込み開始）

内容

人気のシュシュを作成

『続・日本縦断個室寝台特急の旅』２９１
『のってみたいな！大阪の電車・新幹線』Ｋ５４
『たのしいな！東京の電車・新幹線』Ｋ５４

☆「夏休み参考図書展」
７月３日（土）～７月２０日（火）
課題図書や戦争に関する本など夏休み中に
参考になる本を紹介

「ことりをすきになった山」
とき

７月２７日（火）午後１時半～２時１５分

内容

人形劇団“はらぺこ”によるペープサート

【昆虫編】
『カブトムシ

クワガタムシ

『決定版！世界のクワガタムシ・カブトムシ最新図鑑』４８６
『世界珍虫図鑑

児童コーナー

さがす！飼う！育てる！』Ｋ６４

改訂版』４８６

『カブトムシ・クワガタムシのとり方・飼い方』Ｋ４８
『昆虫４億年の旅』４８６

☆「きもちを伝える絵本」
７月１２日（月）～７月２２日（木）
絵本を読んでたくさんの人の「きもち」につい
て考える本を紹介

※全て無料です！誰でも参加できます☺

【開館時間延長について】
7 月～9 月までの 3 ヶ月間、平日（月～木）の開館時間を 1 時間延
長し、午前 10 時～午後 7 時までとします。
注意！！土・日曜日及び祝祭日の開館時間は、

＊蔵書点検（６/２８～７/２）のご協力をいただき、ありがとうございました。
＊雑誌のリサイクルが８月１日（日）から始まります。保存期間の過ぎた雑誌（児童雑誌を除く）を市民の皆様に提供します。
無くなり次第、終了します。場所は、マルチメディアコーナーです。
＊課題図書の貸出が夏休み期間はとても多くなります。そのため、７,８月の２ヶ月間、貸出期間を一週間にします。
皆様のご理解とご協力をお願いします！

午前 10 時～午後 5 時 15 分までです。
☆保護者の皆様へ！！☆
午後 6 時以降、小学生・中学生のお子さんにつきましては、必ず保
護者の方同伴でご来館いただきますよう、お願い申し上げます。

平成２２年 ８月１日発行
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平成２２年８月号 No.１６３

8 月のカレンダー＜葉月＞

８月には、広島、長崎に原爆が落とされた日、さらに『終戦記念日』があります。

１（日） リサイクル雑誌（無くなり次第終了）
２（月）
映
○

４（水）
６（金） 図書館まつり

広島平和記念日
中央図書館

☆

８（日） 図書館まつり
９（月） 長崎平和記念日

立秋

ロ
○
ロ ○
映
○

１１（水）
１２（木）
１３（金）
１４（土）

☆

１５（日） 終戦記念日
１６（月）
１７（火） 北部分室貸出日

（焼夷弾）が投下され、被害が出たという戦争の記録が残っています。

♪「冒険したくなる本展」
７月２９日(木)～８月２３日(月)
ジュール・ベルヌなどの冒険に関する
本を展示します

５（木）

１０（火）

事がある。」という感覚ではないでしょうか？ですが、実際にこの美濃加茂市でも爆弾

カウンター前

３（火） 北部分室貸出日 分室まつり

７（土） 図書館まつり

みなさんは、もちろん体験したこともなく、戦争については「歴史の授業で、習った

♪「６０のて習い」
７月２７日(火)～８月９日(月)
牧野在住寺澤香子さんの作品を
展示します

≪絵本≫

れていて、知っている方も多い

♪「ねこねこ、こちゃっと展」
８月１０日(火)～８月２３日(月)
“仏猫さん”の他にもいろいろな
猫のイラストを展示します

「ひろしまのピカ」丸木

♪「鬼ヶ島楽団Ⅱ」
８月２４日(火)～９月６日(月)
西町在住の近藤孝夫さんの作品を
展示します

「ちいちゃんのかげおくり」あまん
「かわいそうなゾウ」土家

きみこ／著

由岐雄／著

のではないでしょうか？
戦争は人だけではなく、動物た
ちにも辛い出来事でした。

俊／著

≪図書≫
「戦争と民話」松谷

みよ子／著

「はだしのゲン全１０巻」中沢

啓治／著

「アンネの日記」アンネ・フランク／著
「地雷ではなく花をください」成瀬

房子／著

他にも、写真を掲載した、
「シリーズ 戦争遺跡」全５巻
などが、あります。
当時や今に残る建物などの写真を見
ることで、戦争の悲惨さが
伝わってきます。

映
○

雑誌のリサイクル！
場所：東図書館

２０（金）

日時：毎週火曜日

２１（土） おん祭 MINOKAMO2010 夏の陣 ☆

入場無料！ぜひご参加ください！！

２２（日）

～日程・内容～
カ ○
ロ
○
ロ ○
映
○

２５（水） 図書整理日

２階視聴覚ホール
午後 1 時～

３日(火)
…「ピーターパン」
10 日(火)

２６（木）

17 日(火)

☆

２９（日）
３０（月）
は、休館日

☆は、にじのおはなし広場（午前 11 時から）

…「ジャングル大帝

前編」

24 日(火)
…「ジャングル大帝

と き：８月１日（日）～
場所：1 階 マルチビジョンコーナー
保存期間が過ぎた雑誌を市民の
皆様へ提供します。
☺主に、２００８年出版の雑誌が中心です。
お持ちいただく冊数に制限はありませ
ん！
※注意！雑誌がなくなり次第終了します。

注意！飲み物は図書館ロビーで！！
暑い日が続いています。熱中症などの対策のた
めにも、まめに水分を取る事が必要です。
そのためか、最近図書館の館内に紙コップなどの
ジュースやお菓子を持ち込む方が増えています。
しかし、図書館内は、飲食禁止です。
本にシミがつくと取れませんし、食べカスなどに
虫が発生する場合もあります。
図書館を気持ちよくお使いいただくためにも、
みなさま、ご理解とご協力お願いします。

開館延長について！

…「バンビ」

２７（金）
２８（土）

話を聞いてみるのもいいかも知れませんね。
学校の教科書などでも、掲載さ

１９（木）

２４（火）

ちょっとだけ、
“戦争と平和”について考えてみてください。おじいちゃんやおばあちゃんに当時の
今回は、戦争について考える本を紹介します。

玄関ロビー

１８（水）

２３（月） 処暑

今年で、終戦から６５年たちます。夏休みで、楽しいこともたくさんあるかと思いますが、

後編」

「ファーブル昆虫記」

９月まで、平日(月～木)の開館時間を 1 時間延長します。
開館時間は、午前１０時～午後７時までになります
注意！
土・日・祝祭日は、午前１０時～午後５時１５分までです。
保護者の皆様へ
午後 6 時以降、小学生・中学生のお子さんにつきましては、必ず保護者の方同伴で
ご来館くださいますよう、お願い申し上げます。

東図書館通信
平成 ２２年 ９月号 Ｎｏ．１６４
美濃加茂市 東図書館
美濃加茂市 本郷町 ９丁目 ２－２２
平成２２年 ９月１日発行
電話 ０５７４－２６－３００１
E メール lib-higashi@city.monokamo.ｌｇ.jp
ホームページ http://www3.city.minokamo.ｇｉｆｕ.jp

秋といえば、スポーツの秋、芸術の秋など色々あります
が、食欲の秋も忘れるわけにはいきません！
今回は図書館にある本から、ちょっと変わった食べ物に関
する本を紹介します！

９月のカレンダー
日

月

火

水

木

金

土

1

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

■ は休館日 ■ はにじのおはなし広場
（午前１１時から～）

ぱ
く
ぱ
く
も
ぐ
も
ぐ

『図書館での展示』
玄関ロビー
☆絵手紙サークル「和」さんの作品展
９月７日（火）～９月２０日（月）まで
☆牧水会さんの水墨画展
９月２１日（火）～１０月４日（月）まで
カウンターでの展示
☆おやすみなさいの前に読む本展
９月６日（火）～９月２８日（火）まで
児童コーナーでの展示
☆おじいちゃん・おばあちゃんの絵本
９月１３日（月）～９月２３日（木）まで

『ドリアン 果物の王』
皆さんはドリアンという果物のことを聞いたことはあります
か？すごく臭いけど美味しいらしい？クリームみたいな味
らしい？この本ではなぞに満ちたドリアンを徹底解明！
なんと取れたばかりのドリアンには臭いも無くチーズケー
キのような味らしい…と記されています。
『絵本からうまれたおいしいレシピ１・２』
絵本を読んでいて…桃太郎がイヌ・サル・キジにあげた
キビダンゴってどんな味がするんだろう？ぐりとぐらででて
くる巨大カステラを一度でもいいから食べてみたいなぁ…
と思ったことはありませんか？この本では絵本や小説など
に出てくる食べ物を実際に作ってみる本です。
『簡単！燻製づくり５０』
ソーセージやベーコンの燻製は食べた方は多いのではな
いでしょうか?この本では肉、魚の燻製だけでなく、果物、う
どん、漬物、ピーナッツの燻製を紹介しています。つくると
新たな世界が見えてくるかも？

１０

月
日

の
月

３

４

カ
火

５

レ
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土
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２

８

９
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３１

■ は休館日
■ はにじのおはなし広場

展示のお知らせ

玄関ロビー
☆ 「牧水会作品展」
９月２１日（火）～１０月４日（月）
牧水会の皆さんの作品を展示

【新しいＤＶＤ
がはいりました】

☆ 「伊深の百姓しごとと行事」
１０月５日（火）～１０月１８日（月）
昔の農作業暦

“自分の好きな本” “タイトル（題名）” “著者（作者）
”
を
専用用紙に書いて、専用ＢＯＸに入れてください！
本の感想やイラストも書いてね。
みんなが書いてくれた用紙は、12 月の展示で張り出されま
す。
抽選で、プレゼントが当たります☺
たくさんのご応募、お待ちしています！！
専用用紙と専用ＢＯX は、10 月中旬に図書館に出します。

☆ 「思い出の快走Ⅱ」
１０月１９日（火）～１１月１日（月）
名鉄電車、廃線になった電車の写真展

★「ＨＡＣＨＩ（約束の犬）」
カウンター前
★「ＷＡＬＬ・Ｅ（ウォーリー）」
★「坂本龍馬の生涯」

≪みんなの一押し本を募集します！！≫

☆ 「レオ・レオニ生誕１００年展
（読書週間にちなんで）」
１０月２５日（月）～１１月１０日（水）
生誕１００年を記念して、レオ・レオニ特集
を紹介
児童コーナー
☆「日本の昔話絵本」

１０月４日（月）～１０月１４日（木）
日本の昔話絵本を紹介

３ヶ月間の開館延長が終了しました。
１０月からは、通常通りの開館になります。
平日 １０時～１８時
土日・祝日 １０時～１７時１５分までになります。
皆さん、ご利用ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
※夜が更けるが早くなってきました。秋の夜長に、ゆっくり
読書はいかがでしょうか？

平成２２年 １１月１日発行
美濃加茂市 東図書館 美濃加茂市本郷町９丁目２－２２
電話 ０５７４－２６－３００１
E メール lib-higashi@city.minokamo.ｌｇ.jp

平成２２年１１月号 No.１６６
１１月のカレンダー ＜神楽月＞
１（月）

ロ
○

２（火） 北部分室貸出日

ホームページ http://www3.city.minokamo.ｇｉｆｕ.jp

カ
○

カウンター前

児 ○
ロ
○

♪「レオ・レオニ誕生１００年展」
読書週間にちなんで

３（水） 文化の日
４（木）
５（金）
６（土）

☆

１０月２５日(月)～１１月１０日(水)
誕生１００年を記念して、
レオ・レオニ特集を紹介

♪「かわいそうな本展２０１０」

７（日） 立冬

１１月１６日(火)～１１月２９日(月)
2010 年に出てきた本を新に加え、
破損・汚損した本などを紹介

８（月）
９（火）
１０（水）

カ○
児
○

児童コーナー

１１（木）
１２（金）

児
○

♪「おいしそうな絵本」

１３（土） 産業祭（古本市）

☆

１４（日） 産業祭(古本市)
１５（月） 七五三

１１月１日(月)～１０日(水)
お話の中にでてくるおいしそうな
『食べ物』の絵本を紹介

ロ
○

１６（火） 北部分室貸出日

カ
○

玄関ロビー

ロ
○

ロ
○

♪「思い出の快走Ⅱ」

１７（水）

１０月１９日(火)～１１月１日(月)
名鉄電車、廃線になった電車の写真を展示

１８（木）
１９（金）
２０（土）

☆

２１（日）
２２（月）

１１月２日(火)～１１月１５日(月)
佐野一彦さんの作品集を展示
11 月１６日(火)～２９日(月)
県職退協加茂支部写真同好会の
みなさんの作品を展示

２４（水） 図書整理日（休館日）
２５（木）
２６（金）
２７（土）
２８（日）
２９（月）
３０（火）
JJは、休館日 ／

“古本市”を開催します！
今まで、中央・東図書館でみなさんから集めてきた
リサイクル本を、産業祭にてみなさんに、
カ
ロ
○
○
お配りします！
ご協力ありがとうございました！
日 付
１１月１３日（土）９時から
は、“にじのおはなし広場”
１４日（日）１１時から
（午前１１時から） 場 所
プラザちゅうたい(産業祭会場)

☆

☆

平和を愛し、文化をすすめる」ということを、『勤労感謝の日』は「勤労を尊び、生産を祝い、国民互い
に感謝しあう」ことを目的としているようです。（国民の祝日に関する法律より）
芸術の秋、読書の秋、本は日本の文化の一つです。毎日、働いてくれている、お父さん・お母さんに
感謝しつつ、本を読んで、日本の文化を感じてみましょう！
新刊案内
小説『そのころ、白旗アパートでは』 伊藤 たかみ／著
児童『おばけマンション ラブ♥おばけベイビー』 むらい かよ／著
まだまだ新刊出ています！ぜひ図書館に、借りに来てくださいね！

さらに今年は、
「国民読書年」です。今月（１０/２７～１１/９まで）は、読書週間でもあります。
みなさんは、どんな本を読みましたか？
いろいろな、本を読まれていると思いますが、最近、棚にある本の中から、
“かわいそうな本”が
見つかっています。
ガムがついた本、駅に捨
てら れ て いた 本、
さまざまな“かわいそう
な本”が発見されていま
す…。

写真の部分だけが、切り抜かれています。
この本の他のページも多数同じ様に、写真の部
分が切り抜かれており、とても調べ学習や、
貸出できる状態ではありません。
料金がかかりますが図書館でのコピー
サービスがあります。こちらを利用していた
だけると幸いです…。

図書館の本は、市民のみなさんの財産であり、個人の本ではありません。読んだり、調べ
物をするなど、大切に使っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

♪「佐野一彦が撮った伊深の冬の里山」

♪「写真同好会・作品展」

２３（火） 勤労感謝の日

今月は、『文化の日』と『勤労感謝の日』の２日間、国民の祝日があります。『文化の日』は、「自由と

☺みなさんの
オススメの本、イチオシの本を募集します！！
自分の好きな本のタイトル（題名）
・著者（作者）
本の感想・ここが好き！イメージイラストなどなど
いろいろ書いて、専用ＢＯＸに入れてください！
美濃加茂市の図書館にある本で、お書きください。
（記入用紙やＢＯＸは
図書館カウンター付近においてあります。）
みなさんが、書いてくれた用紙は、
１２月の展示で張り出します！
抽選で、後日図書館からクリスマスプレゼントが
もらえるかも？？？？
たくさんのご応募、お待ちしています！！

こんな感じで、
続々と
ポストに入って
います！
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■ は休館日
■ はにじのおはなし広場

『こまったクリスマス』

『クリスマス事典』

R・ジョンソン/作 バーナデッド・ワッツ/絵 E
クリスマスイブの日にトナカイが、親せきの家に行っ

クリスマスってなあに？クリスマスは、なぜ１２月２５日なの？クリスマスに、プレゼントをおくるよう

てしまいました。こまったサンタは代理の動物を用意し

になったのはどうして？サンタクロースって、ほんとにいるの？子どもたちのクリスマスに関する様々な

ていざ出発！しかし、また問題が発生して…。読んだ後

疑問に答えていきます！イラストや写真もたくさんあるので分かりやすいですよ。

『クリスマス・クリスマス』

には、心があったかくなる物語です。

【展示のお知らせ】

１２月７日（火）～１２月１３日（月）
鈴木社中の皆さんの作品を展示

☆ 「第 5 回

マーカス・フィスター/作

角野栄子/作
E

絵歩里サークル作品展１」

１２月１４日（火）～１２月２７日（月）
絵歩里サークルの皆さんの作品を展示
カウンター前
☆ 「みんなでクリスマス 」
１２月７日（火）～１２月２１日（火）
クリスマスについての本と
みなさんのイチ押し本を紹介
レプリカ展示場所

そこは、とある小さな馬小屋でした。クリスマスとして

１２月６日（月）～１２月２１日（火）

ローリー・ムーア/作 K９３ム

『クリスマスの大そうどう』

に置き去りにされてしまいました。サンタクロースが来年もアイヴィの家にやって来る保障はありませ

デイビット・シャノン/作

E

ん。アイヴィは、サンタのプレゼントを壊してしまうような悪い子だからです。アーベンは、どうなって

メリウェザーさんが窓にかざった、たった１本の豆電
球のコード…。それが大騒動のはじまりだった！ワクワ
クドキドキしながら読めてとても楽しいです！

薫くみこ/作

小松咲子/絵

しまうのでしょうか…。さあ、今年のクリスマス、あなたの家にサンタクロースは来るのでしょうか。

『クリスマスの幽霊』
ロバート・ウェストール/作 K９３３ウ

『サンタクロースはきっとくる』

クリスマス・イブ、雪のふりつもった美しい町を通って、僕は父さんが働いている工場へおつかいに行っ

E

た。すると、エレベーターの中で不思議なものを見た…。壁の鏡に、サンタクロースみたいなおじいさん

サンタクロースなんていやしない…。サンタクロース

の顔が映っていた。後ろを振り返ってみたら、誰も乗っていなかった。僕は何の気なしにその話を父さん

なんてどこにもいない…。信じる心とゆめをうしなっ

達にすると、父さんと父さんの仲間達の顔色がかわった。エレベータには、この工場をはじめたオットー

てしまった町のひとたち。でも…ここにひとり、ゆめ

という老人の幽霊がでる。誰かがオットーを見ると、その日、工場で事故がおこり、死人が出るというの

を信じつづける女の子がいます。

だ。どうしよう。今日、事故にあうのが父さんだったら…？１９３０年代のイギリスの小さな町を舞台に、
男の子の冒険と、父と息子の絆を描いた。心に残るクリスマスの物語…。

【にじのおはなし広場

クリスマス会】

時間：１１時～１２時
４日、２５日

市内の小中学生から応募した

１１日、１８日

視聴覚ホール
にじのおはなし広場

【忘れ物市】
１２月１日（水）～１２月２１日（火）

.

『サンタクロースの忘れもの』

クリスマス・イヴに、サンタクロースのおもちゃ職人であるアーベンは、ひょんなことからアイヴィの家

“わが家の読書”をテーマに、
作品を展示

やさしいおじさんはどんな人？そんな疑問の答えが載っている本がこれ！興味のある方はぜひ！！

お祝いされる、イエス・キリスト誕生物語です。

☆ 「美濃加茂市青少年育成市民会議
標語入賞作品」

K３８

色んな国の色んなクリスマス。キラキラ輝いているツリーは、なぜかざるの？サンタクロースという

ちびかれ、羊飼いや王様や動物たちがあつまりました。

☆「花に魅せられて」
池坊流

『クリスマスのほし』
今から２千年前のある晩のことです。かがやく星にみ

玄関ロビ―

国際機関日本サンタピア委員会/監修 K３８

２０１０年に図書館に、忘れられた物を公開

一年間ありがとう
ございました。来年も
よろしくお願いします。

年末年始の休館日について
ご迷惑をおかけします。
★ １２月２８日（火）～１月４日（火）年末年始の休館日
年末年始の休館中における本の返却は、返却ポストまでお願いします。
レプリカ、ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオは１月５日（水）以降に東図書館の
カウンターまでお持ちください！！

平成２３年 １月１日発行
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１月のカレンダー ＜望月＞
１（土）
２（日）
３（月）
４（火）
５（水）
６（木）
７（金）
８（土）
９（日）
１０（月）
１１（火）
１２（水）
１３（木）
１４（金）
１５（土）
１６（日）
１７（月）
１８（火）
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２９（土）
３０（日）
３１（月）

年始休館日

ホームページ http://www3.city.minokamo.ｇｉｆｕ.jp

あけましておめでとうございます！
本年もよろしくお願いいたします！

元旦

年始休館日

昨年、みなさんはたくさん本を読むことができ

年始休館日

ましたか？今年もたくさん本を借りに来て

年始休館日

くださいね！お待ちしております！！

北部分室貸出日

ロ
○

さて、今年は“うさぎ（卯）年”です。「うさぎ」

小寒(二十四節気)

という単語で図書館の本を検索すると東図書館だけで

休館日

〝３５６冊〝出てきます。うさぎについて書かれて

にじのおはなし広場

いる、うさぎの物語など種類はいろいろですが、以外
にいろいろ出てきて面白いものです。ときに、自分で

国民の祝日（成人の日）
カ○
児
○

休館日
にじのおはなし広場

１月には、第１４４回、通称“芥川賞”
“直木賞”
（正式には、
“芥川龍之介賞”
“直木三十五賞”です。）
の発表があります。みなさんも、テレビのニュースなどで耳にすることもあるのではないでしょうか？
基本的に、芥川賞は、純文学（芸術性の高い文学作品）の新人に与えられる文学賞であり受賞作は
雑誌『文藝春秋』に掲載されます。直木賞は、無名・新進及び中堅作家による大衆小説（芸術性よりも
娯楽性の高い小説）作品に与えられる文学賞で、受賞作は雑誌『オール讀物』に掲載されます。
１９５３年から続いており、上半期、下半期に別れ年に２回発表されます。（該当がなければ受賞
作品はなしです。）
ときにみなさんは、受賞作品を読んだ事はあるでしょうか？最近の作品では、芥川賞に『乙女の密告』

読みたい本の“テーマ”を決めて読むのも面白いかも

赤染晶子/著、直木賞に『小さいおうち』中島京子/著が受賞しています。
（『乙女の密告』は、とある外

しれません。

国語大学で「アンネの日記」学ぶ乙女たちとその教授。年長の男性でもある教授に対して学生たちのあ

それにみなさんは、何を読んだら良いかわからない

いだに巻き起こるトラブルと黒いうわさ、身近な誰かの「密告」が引き金になったアンネ・フランクの

ときってないですか？そんなときは、図書館の児童

悲劇とが重なり物語は展開していきます。『小さいおうち』は、赤い三角屋根の家で美しい奥様と女中

コーナーやカウンター前の展示を見てみてください良

として入った主人公の歴史とその中で起こった事件。少女だったときから６０年を過ぎて、その時語ら

いヒントになるかもしれませんよ？？

れたかった思いが語られ物語は展開していきます。読んでみてくださいね。)

休館日

“芥川賞”“直木賞”と聞くと、大人の読むもの…難しい…と思うかもしれませね。中学生のみなさ

カ
○

カウンター前

北部分室貸出日

♪「干支に関する展示」
大寒(二十四節気)
にじのおはなし広場

児童コーナー
ロ
○
カ○
児○
ロ
○

休館日（図書整理日）

著「蹴りたい背中」）という若さで受賞されている方もおり、映画化されている作品（『容疑者Ｘの献身』
東野圭吾/著など）もあります。以外にテレビなどで見ていることもあるかもしれませんね。

１月１１日(火)～１月２５日(火)
今年の干支“卯（兎）
”にちなんだ本を紹介

休館日

んは、国語の授業などで耳にした事があるのではないでしょうか？受賞者の中には１９歳（綿矢りさ/

児
○

今度はどのような作品が選ばれるのでしょうか？楽しみですね。一人で読むのが大変だったらみんな
で読むのもいいかもしれません。ちょっと難しいかもしれないけれど、ちょっとだけ背伸びをして読ん
でみるのもどうでしょう？

～新刊本について！～

♪「お兄さんお姉さんになる絵本」
１月１１日(火)～１月２５日(火)
赤ちゃんを迎える不安と喜びを表現した
絵本を紹介

やっぱり新しい本をいち早く読みたいもの…新刊本のチェックをした事ありますか？
東図書館では、毎週木曜日に新刊本が出されます。でも、学校に行っている小・中学校等のみなさんは
新刊を見るのは早くても土曜日になってしまいます。そんなときは、インターネットで図書館ホーム

休館日
にじのおはなし広場

ご注意！
“にじのおはなし広場”は 午前１１時から

玄関ロビー

ロ
○

♪「読書サークル紹介」
１月 5 日(水)～１月２4 日(月)
読書サークルの一年間の活動内容を展示

♪「冬のトンボ玉展」
１月２５日(火)～２月 7 日(月)
八百津町在住の和田直樹さんの作品を展示

ページからもチェックが可能です！みて見てくださいね！！
～たとえば

今月の新刊

児童書編～

☆ 「ふしぎの国の誘拐事件（マジックツリーハウス２９）」メアリー・ポープ・オズボーン／著
☆ 「グレッグのダメ日記

なんとか、やっていくよ」ジェフ・キニー／著

☆ 「つるばら村のレストラン」茂市

久美子／著

などなど

貸し出し中であれば、予約が可能です。（タッチパネル検索機、カウンターにてご確認ください）ネット
予約の登録をしておけば、自宅からも予約が可能です（貸し出し中の本のみ）！ぜひご利用ください！
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平成２３年 ２月 １日 発行
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２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

≪バレンタインの豆知識≫

２７ ２８

■ は休館日
■ はにじのおはなし広場

★ ローマ皇帝が禁止していた兵士の結婚を、かくれて結婚させ
たバレンタイン司祭が、２７０年のこの日に死刑になりまし
た。その後、愛のために命をささげた司祭を記念する「愛の
日」とされ、若い男女がすきな相手に赤いハートをつけた手
紙やプレゼントをおくるようになったといわれています。

【展示のお知らせ】
玄関ロビ―
☆ 「冬のトンボ玉展」
１月３０日（日）～２月７日（月）
八百津町在住の和田直樹さんの作品を展示
☆ 「第５回

絵歩里サークル展」

このバレンタインデーの由来は、いろいろな説があります。
男性にチョコレートをおくりましょうと宣伝し始めました。
１９５８年、東京の新宿のデパートでの最初のセールでは、
たった５枚しか売れなかったとか。１９６５年ごろからさか

☆「図書館を活用しよう！！」
２月２日（水）～２月２２日（火）
皆さんが読んだ本や新聞書評に掲載された本、
図書館の利用案内を展示
児童コーナー
☆ 「鬼・豆まきの絵本」
節分にちなんだ絵本を紹介

福本友美子／訳

チョコレートが大好きなジョージは、ある日チョコレート工場
にいくことになりました。工場を手伝ったお礼にチョコレート
をもらうのですが…。

『さとうばあさん

チョコじいさん』

ジジ・ビゴ／文

ジョス・ゴファン／絵

いしづちひろ／訳

なかのいい夫婦の心温まるお話です。

『チョコだるま』

習慣が定着しています。

真珠まりこ／作
ぼくは、チョコだるま。チョコレートでできた雪だるまだから

≪チョコレートの豆知識≫
☆ チョコレートの原料であるカカオ豆は、約４０００年前から

そうよばれている。ある日、お金持ちがやってきて、ぼくを
買いたいといった…。

人々に愛されています。
☆ 昔、不老長寿の薬と信じられていた飲み物でした。
☆ カカオ豆に含まれるポリフェノールが、動脈硬化を防いだり、
ガン予防やアレルギーやリウマチにも効果があると期待され

『イザベルと天使』
ティエリー・マニエ／作

ゲオルグ・ハレンスレーベン／絵

石津ちひろ／訳
イザベルの日課は、美術館で１枚の絵をながめること。

ています。
☆ チョコレートを食べると鼻血が出る、にきびができるという

その絵の天使に恋をしてしまったイザベルに奇跡が…。

話は迷信です。
参考資料：
『みんなだいすき！チョコレート』

１月２７日（木）～２月１０日（木）

Ｍ.&H.A.レイ／原作

んになり、今ではバレンタインデーにチョコレートをおくる

２月８日（火）～２月２１日（月）

カウンター前

チョコレートこうじょうへいく』

★ 日本では、あるお菓子メーカーが、この日に女性から好きな

参考資料：
『きょうはなんの日？１月２月』

絵歩里サークルの皆さんの作品を展示

『おさるのジョージ

『みんなだいすき！チョコレート』
チャイルド本社

Ｋ５９

チョコレートは、一体どうやってできるのでしょうか？
カカオからチョコレートになるまでを、簡単にわかりやすく
紹介してあります。

平成２３年 ３月１日発行
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平成２３年３月号 No.１７０
３月のカレンダー ＜弥生＞
１（火）
２（水）
３（木）
４（金）
５（土）
６（日）
７（月）
８（火）
９（水）
１０（木）
１１（金）
１２（土）
１３（日）
１４（月）
１５（火）
１６（水）
１７（木）
１８（金）
１９（土）
２０（日）
２１（月）
２２（火）
２３（水）
２４（木）
２５（金）
２６（土）
２７（日）
２８（月）
２９（火）
３０（水）
３１（木）

北部分室貸出日
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ｶﾚﾝﾀﾞｰ記号⇒○
カ

カウンター前
♪「Ｈ２２年度

ひな祭り
休館日
☆

ベストリーダー・
ベストリクエスト展」

３月８日(火)～２９日(火)
☺Ｈ２２年度にリクエストの多かった本、
貸し出しの多かった本を紹介します

児童コーナー

ロ
カ
○
○

中学校卒業式

ｶﾚﾝﾀﾞｰ記号⇒○
児

♪「新一年生に贈る絵本」

休館日
☆

３月２２日(火)～２９日(火)
☺入学前の親子とともに、ちょっと不安な時に
おすすめしたい絵本を紹介します

玄関ロビー
♪「第５回
北部分室貸出日

ｶﾚﾝﾀﾞｰ記号⇒○
ロ

夢サポートアート展」

３月８日(火)～２９日(火)
☺ＮＰＯ法人夢サーポートトキエ企画

休館日
☆
休館日
春分の日

４月１日から、坂祝町図書室も利用することが
出来るようになります！
☆図書館ホームページのリニューアルをし、坂祝町図書室の
イベント情報、本の検索、予約などの閲覧、図書室での貸し
出し利用等ができるようになります。
☆図書館で、ネット利用の登録をすれば、貸し出し中の本の
予約、さらにｅ－Mail 登録をすると、予約の本の確保連絡を
メールでご連絡します。 などなど。 （みのかも定住自立圏）

児
○

小学校卒業式

休館日
☆

そのため、
３／３０（水） ・ ３１日（木）を
システム改修のため、臨時休館します！！

児 ○
ロ ○
カ
○

臨時休館
臨時休館

JJは、休館日／☆

大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と、ご協力を
お願いいたします。
なお、休館中の資料の返却は、次のようにお願いします。

☺本・紙芝居 図書館玄関横の返却ポストへ！
は、“にじのおはなし広場”
（午前１１時から）

ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・レプリカ 返却できません！
４月２日(土)以降に、東図書館カウンターまで
直接お返しください。

３月といえば草花が芽吹く季節です。この、緑でまわりが華やかになる季節に、
“岐阜県緑化推進
委員会美濃加茂支部”から“緑・自然”について、本を寄贈していただいたので一部ご紹介します。
『知って そうなの？会えて なるほど 木のなまえノート』いわさ ゆうこ／作
『花の工作図鑑』岩藤 しおい／著
『森にめぐるいのち』片山 令子／文・姉崎 一馬／写真
『柳生真吾の雑木林はテーマパークだ！』柳生 真吾／著
『ヤマネのすむ森』湊 秋作／著
『かわはいきている』山内 りゅう／写真・上野 与志／文
“森”は山だけにあるわけではなく、海には、海草やサンゴの森だってあります。川は、山や海に
繋がっています。最近では、コンクリートの街が目立つようになりました。でも緑の木があると、
やっぱりほっとします。“人”も自然に繋がっているのかも…。幸いにも、美濃加茂市は自然の
豊かな市です。本を片手に、身近な自然を知ってみませんか？

新着 CD について！！
あらたな CD が東図書館に増えます！
タイトル
アーティスト
♪『Ｍａｓｑｕｅｒａｄｅ（Ｌｔｄ）』
Melee
♪『ＮＨＫ紅白歌合戦 トリを飾った昭和の名曲』
♪『のだめカンタービレ スペシャルＢＥＳＴ』
♪『Ｍｅｌｏｄｙｐｈｏｎｙ～Best of Joe Hisaishi』
久石 譲
♪『アニメンティーヌ～ボッサ・ドゥ・アニメ』
Clementine
♪『こどもベスト・ヒットソング４０』
♪『ＬＯＶＥ ＳＯＮＧ～また君に恋してる～』
坂本 冬美
♪『ＳＥＮＳＥ』
Mr Children
♪『Ｒｅｑｕｅｓｔ』
ＪＵＪＵ
♪『Wildflower & Cover Songs : Complete Best 'TRACK 3'』 Superfly
♪『ＬＯＶＥ ＣＥＮＴＲＡＬ』
DREAMS COME TRUE
他にも“朗読 CD”など、増えました。知らない間に、棚に増えているかも知れません☺笑
一度図書館に確認しに来館してみてください！！お待ちしております！！

図書館からのお知らせ！
今年度ものこすところわずかとなってきました。
３月は、卒業や入学の準備、転勤、引越しなど、あわただしい季節です。そこでみなさん！
ちょっと思い出してみてください。
『本の返し忘れは、ないですか？』
新年度のために、部屋の掃除もかねて、じっくり探してみてくださいね。
さらに！ 引っ越しなどで、住所・電話番号・氏名 が変わった方は、図書館までお知らせくださ
い！
さらに!!美濃加茂市に隣接する市町村以外に引っ越しされる方は、「図書カード」の返却を
お願いします。
新たな気持ちで、新年度を迎えるため、みなさんご協力お願いします！！

