2011 年 4 月 1 日（毎月 1 日発行）

ロビー展示

３月３０、３１日の特別休館、
ご迷惑おかけしました。
定住自立圏構想による
新たな図書館サービスが、
スタートです！☆

子ども読書の日記念展示「すべての人に読書の楽しみを」 ４月１日(金)～５月１３日(金)
関連行事 ４月２３日(土)午後 2 時～（30 分程度）「多言語の読み聞かせ」
場所：児童コーナー赤いじゅうたん

「ほっこり絵手紙」展 ４月１日（金）～２６日（火）
坂祝町在住の佐伯雪代さんと小倉多恵子さんの作品です。
絵本展示コーナー

◎新しい利用サービスとは

４月１日（金）～５月２４日(火)テーマ：図書館が出てくる絵本・読書をしている絵本

・美濃加茂市図書カードで坂祝町中央公民館図書室の利用ができます。
・坂祝町図書カードで美濃加茂市立図書館の利用ができます。

「おはなしランド」（読み聞かせ）

・図書館ホームページをリニューアルし、美濃加茂市立図書館および坂祝町中央公民館図書室

毎週土曜日午後１時３０分～ （３０分程度） 場所：児童コーナー赤いじゅうたん

のお知らせ、最新情報等が見やすくなります。
・美濃加茂と坂祝の図書資料を一度に検索することができ、資料の予約申込もできます。

「おひざでごろごろ」（乳幼児向けおはなしランド）

・利用者登録内容に、メールアドレスを登録すれば、本の予約をしたときに「予約された図書資料が準備できまし

４月１３日（水）午前１０時３０分～ （３０分程度） 場所：児童コーナー赤いじゅうたん

た」の通知を、携帯電話もしくは自宅パソコンに連絡させていただきます。(カードをお持ちの方は、ぜひ登録をお

テーマ「おおきくなあれ」

願いします。)
ロビー展示

◎新しい利用方法についてのお願い
・４月１日に、現在使われているパスワード・メールアドレスを、初期化させていただきました。登録者本人で新た

４月７日（木）～４月２０日（水） 「飛墨会」（代表：石塚 弓子さん）
４日２６日（火）～５月９日（月） 「伊深の手仕事 展」（福田 美津枝さん）

に、図書館ホームページから登録をお願いします。
・坂祝町図書室の本棚にある状態の本はお取り寄せできません。直接、借りに行ってください。中央、東、北部分

カウンター前展示

子ども読書の日記念展示「平成 23 年度版小学校「国語」教科書に掲載されている本の紹介」

室のお取り寄せは今までどおりできます。

４月２０日(水)～５月１２日(木)

・貸出冊数は図書館・室あわせて 5 冊です。

関連行事 ５月７日(土)午前 11 時～12 時 絵本の読み聞かせと工作
坂祝町中央公民館図書室

坂祝町黒岩 1260-1 坂祝町中央公民館内

電話 26-7151

休館日 土日を除く祝祭日・年始年末（町の行事で臨時休館するときがあります。）

「にじのおはなし広場」（読み聞かせ）

開館時間 午前 9 時～午後 5 時

毎週土曜日午前１１時～（３０分程度） 場所：おはなし広場

中央図書館から車で 15 分ほど
いこいのほんだな
貸出日・・・４月５日、１９日（火） 午前１０時～午後５時
（閲覧は貸出日以外でもできます。
入室表に人数を書いてください）
トラベルブック（三和小学校本の入替） ・・・４月５日（火）
読み聞かせ 毎月第３火曜日午後１時１５分～
（２０分程度）

閲覧机特設コーナー
人気作家シリーズ
≪あきやまただし≫
まめうしやへんしんトンネルが人気。言
葉遊びは「さかさのこうもりくん」にもみら
れる。しりとり、さかさことばなど道具不
要の知恵遊びをやってみよう

ロビーカウンターミニ展示（大人向）
韓流ドラマノベライズ本、新しいのを入れました。貸出日にお待ちしております。

バンを持つ子も、喜んでました。工作の間、乳児さ
次回から、図書館で行われた読み聞

んには、わらべ歌と手遊びの紹介をしていました。

かせプログラムの中から、読み聞かせ

まねっこ遊びは、「うさぎになれ♪」

ＹＡ

「カニになれ♪」と体を動かしました。最後、好きな

ボランティアさんの声も紹介していきま

『ＮＯ．６（ﾅﾝﾊﾞｰｼｯｸｽ）』 あさの あつこ/著

ものになれと号令をかけ、「パンダ」と答えた子は、

す。お楽しみに!!

9 巻をもって完結するこのシリーズ。7 月からフジテレビ系列にてアニメ化が決定した。アニメで見るより先に読
んでほしいなと思い選びました。

どんな動きをしたらいいか悩んでいました。
３歳児くらいには、おすすめの遊びです。

すべてが管理された都市、ＮＯ．6。中でも選ばれた人のみが生活する「クロノス」に暮らす紫苑。ネズミと初めて
会ったのは、2013 年 12 歳の誕生日のことだった。ネズミは矯正施設から逃亡し怪我を負っていた。かくまい逃亡
を手助けしたことで、不適合者として居住区をロストタウンに移され、それから 4 年後、ある不可解な事件をきっか
けに、ネズミと再会し、生きるための戦いが始まる。
各章は、いろいろな物語の引用から始まります。なかでも、シェイクスピア『マクベス』『リヤ王』『ヴェニスの商
人』など随所に出てきます。シェクスピア全集を完訳した坪内逍遙の出身地としても、ちょっとこっちの方にも手を
た
伸ばしてみない？○

70 『ちいさいいすのはなし』 竹下 文子/文 鈴木まもる/絵
絵本の記憶○

編集後記
今回初めて、市内３館の図書館通信をまとめて作成してみました。図書館からの情報を１紙
に凝縮し、情報提供していきたいと思っています。が、「わかりづらい」「前の方が良かった」
など意見があれば教えてください。
職員からのオススメ本は、今まで通信作成係がほとんど執筆していましたが、中央・東
両館の職員が１回は書くことにしましたので、あらゆるジャンルの本が登場するのではないか

竹下さん鈴木さん、それぞれにたくさんの作品がありますが、「ピン・ポン・バス」はじめご夫婦でコンビを組まれ

た
と、今から楽しみです。○

た多くの作品の中から、今回はこのお話。
森の大きな木から家具づくりのおじいさんがちいさな子ども用のいすを作りました。赤ちゃんの時から一人の男
の子をずーっと見守った「ちいさいいす」は、やがてその子の成長とともに物置に入れられ、その後、長い間古道
具屋の店先におかれてしまうのです。それでもまたいつか子ども用のいすとして愛される日をずっと夢見ていた
「ちいさいいす」は、ある日成長して妊婦の奥さんを連れたその男の子と出逢います。そして生まれてくる赤ちゃん
のために活躍する日を迎えることになり・・涙・・。やさしい文章とやさしい絵。自然を愛し、ものを大切にするお二
人の人柄が伝わってきます。

中央図書館

４月４、１１、１８、２５日（毎週月）

１７日（日）２７日（水）

東図書館

４月１、８、１５、２２、２９日（毎週金） １７日（日）２７日（水）

そしてふと自分にもそんな「ちいさいいす」があったことを思い出したのです。今は亡き父が古くなった家具で作
ってくれたいす。とてもうれしくて喜んですわっていたこと、写真をとってもらったこと、小さい時のできごとがこの本
を読んだおかげで鮮やかによみがえってきました。私のために一生懸命いすを作ってくれた父の思いを５０年近く
たった今、あらためて感じることができました。みなさんにもこんな大切な思い出のつまった何かがありません

開館時間

（中央・東）平日午前１０時～午後６時

か・・・。（國枝）

土日祝祭日午前１０時～午後５時１５分
北部分室

土曜日・日曜日と
開館時間

３月９日（水）に行った、乳幼児向けおはなしランド
「おひざでごろごろ」より
テーマ：さんぽ

暖かくなって、カバンをさげてさんぽにでかけたら、つくしやおおいぬのふぐり、虫たちと出会い
ました。

内 容：手遊び：ずくぼんじょ
リサイクル工作：封筒を使った肩掛けカバン
絵 本：『ちょうちょはやくこないかな』
まねっこ遊び：絵本『あるいてあるいて』より
古封筒にお絵かきしてから、マチをとってリボン
の肩ひもをつけました。来月から本物の幼稚園カ

２９日（金）

午前１０時～午後５時

2011 年 5 月 1 日（毎月 1 日発行）

～平成２３年度第１回 ボランテイア講座及び交流会～
図書館ボランティアの方々の交流を深めるとともに、活動のためのスキルアップを

新学期も始まって･･･みなさん新しい生活にはもうなれましたか？

兼ねた講座を開催します。

図書館では、４月から坂祝町公民館図書室との連携やホームページも一新など、より良い図書館を

と

平成２３年５月２９日（日）

午後１時～４時（予定）

ところ

美濃加茂市中央図書館

集会室

内

ボランティア交流会

目指して頑張っている最中です。
そこで、みなさんにはご迷惑をおかけしていますが、現在、図書館カウンターでの本の貸し出しの

き
容

際に坂祝町と美濃加茂市の図書カードを両方お持ちでないかを確認する作業を行っています。お時間

講

座

をいただきますが、ご協力お願いします。

２階

〈本の修理〉
・・・指導：田中

邦雄

氏（「タナカ」社長）

〈ブッカー掛け〉
・・・指導：図書館職員

さて、５月はゴールデンウィーク、母の日などイベントの多い月です。図書館でも、“こども読書

！持ち物！

週間”にあわせて、行事や講座を企画しています！ぜひお越しください！

～ブッカー掛けとは？～
本にビニールカバーを

・はさみ、定規、手ふき
・ご自宅にある修理したい本

貼り付ける作業です。

・ﾋﾞﾆｰﾙカバーを掛けたい本（表紙の硬い単行本が望ましい）
図書館ボランティアに登録されていなくても、興味のある方ならどなたでも参加可能です！

中央図書館

ぜひ、お越しください。

ロビー展示
♪こども読書の日記念展示『すべての人に読書の楽しみを』展 ５月１３日(金)まで
どなたでも、大活字図書や点訳図書、外国語図書の展示と音訳図書、

パソコンを使って

～読み聞かせステップアップ講座～

体験できます！

子どもたちを楽しませる絵本の読み聞かせのテクニックやポイントを学ぶ講座を開催します。

デイジー図書（視覚に障がいのある方のための録音図書）の視聴体験ができます。

と

き

平成２３年６月８日（水）午後７時～８時３０分

次の展示は･･･

ところ

美濃加茂市中央図書館

♪『児童生徒地図作品 入賞作品展』

講

師

別院

５月２０日（金）～６月２２日（水）

参加費

無料

お楽しみに！

対

象

読み聞かせに関心のある方や子どもに読み聞かせをしているボランティアの方

定

員

５０名（先着順）申込みが必要です。

絵本展示コーナー

ただいま展示中！

♪ テーマ：『図書館が出てくる絵本・読書をしている絵本』展 ５月２４日(火)まで

２階 集会室

清さん（エプロンおじさんの愛称で全国各地で読み聞かせや講演会を行っています。）

（直接または電話で中央・東図書館へお願いします。）

♪ テーマ：『絵本で音楽を楽しむ』展 ５月２６日（木）～６月２６日（日）

東図書館
いこいのほんだな

カウンター前展示

★閲覧机特設コーナー

♪こども読書の日記念展示

◇貸出日・・・５月６日（金）、１９日（火）

『平成 23 年度版小学校「国語」教科書に掲載されている本の紹介』展 ５月１２日(木)まで
関連行事

『絵本の読み聞かせと工作』

ただいま展示中！

午前１０時～午後５時

場 所

にじのおはなし広場

≪あきやまただし≫引き続き展示中

（閲覧は貸出日以外でもできます。

と き ５月７日(土) 午前 11 時～12 時

まめうしやへんしんトンネルが人気。

入室表に人数を書いてください）
◇トラベルブック（三和小学校本の入替）

次の展示は･･･

ロビー展示

ど道具不要の知恵遊びをやってみよう

◇読み聞かせ

★ロビーカウンター

毎月第３火曜日午後１時１５分～（２０分程度）

♪『伊深の手仕事～ていねいな暮らしがあった頃』展（“伊深親子文庫”のみなさんによる展示）
５月９日（月）まで

展示中。貸出日にお待ちしております。

お楽しみに！

♪『四季折々』（“美写会”のみなさんによる作品の展示）
―１―

ミニ展示（大人向）
韓流ドラマノベライズ本を引き続き

大活字本を少々入れ替えます！！

次の展示は・・・

言葉遊びは「さかさのこうもりくん」に
もみられる。しりとり、さかさことばな

５月１７日（火）

♪『いろいろな乗り物』展 ５月１９日（木）～６月１３日（月）お楽しみに！

人気作家シリーズ

５月１８日（水）～５月３１日（火）
―２―

４月１３日（水）に行った、乳幼児向けおはなしランド「おひざでごろごろ」より

一般書
『小さいおうち』

テーマ：「おおきくなあれ」

中島 京子／著 文藝春秋

バージニア・リー・バートンの絵本『ちいさいおうち』の日本語訳の初版が出版されたのは１９５４年

1.折り紙を半分に折って、

内 容

“ちょうちょ”を切り抜きます。

（本文より）。以来たくさんの子どもたちに読み継がれてきました。私も幼い頃にこの絵本と出会い、

紙芝居：「おおきく おおきくなあれ」

2.羽の部分に模様のシールを貼って･･･

バートンの描く絵のあたたかさ（タッチや色づかい）そしてストーリーに魅了されたひとりです。まさか

手遊び：「ひらひらひら」

３.先の曲がるストローに

その『ちいさいおうち』が、中島京子さんの直木賞受賞作である『小さいおうち』に登場するとは。著者

リサイクル工作：「ちょうちょ」
先に行った手遊びの効果もあってか、小さな

の中島さんもバートンの絵本に特別な思い入れがあってこの作品を書いたのではと親近感を覚えました。

ワンポイントに触角

お子さんに喜んでもらえました。

この本は、女中をしていた主人公タキさんが、後年若かりし頃ある一家のもとでお仕えしていた当時を
回想するという形で綴られています。時は昭和初め、次第に戦争の色が濃くなりつつある頃。国内で２.

テープで貼ったら完成！

も付けました。

絵本：「ちょうちょ ひらひら」

２６事件が起こり、盧溝橋事件から日中戦争へ。さらに昭和１６年１２月には日本軍による真珠湾攻撃か

作った作品を文字通りひらひらさせながら、聞いてもらいました。読み聞かせをするとき

ら太平洋戦争へと突入します。それらは今からそう遠くない時代のことであるにも関わらず、私自身は教

読み手は、

科書で学んだ「歴史的なできごと」という感覚でとらえてしまいがちです。戦前から戦中に生きた人々の

や聞き手の年齢にもよるのかもしれませんが、「ちゃんと絵本のお話のとおりにまじめに

暮らしに思いをはせるとき、まず思い浮かぶのが不安や悲しみといった暗くマイナスなイメージばかり。

読むべきか迷う」というコメントがありました。

途中で語りかけてみたり、“アドリブ“的なことを入れていますか？

けれど、この本を読み感じたことは、そんな大変な時代に生きた人ひとりひとりに人生があり、ささやか

「おおきくなったら」

ではあったにせよ喜びや楽しみを感じながら確かに生きて暮らしていたのだという実感のようなもの

仕掛け絵本になっていて、大きくなったらどうなるのかな？目線がくぎ付けでした。

内容

です。
こんなことを感じたのは、私自身が昨年祖母を亡くした影響が大きいと思います。離れて暮らしていた

5 月の図書館カレンダー

ためか、祖母の人生について、戦前・戦中の暮らしぶりについて話をしたことはありませんでした。この

★両館共通

中央図書館

物語の舞台は東京で、主人公のタキさんが女中として働いていたお宅の裕福なようすなど、祖母の暮らし

は、休館日

東図書館

た（岐阜の一地方の）環境とはかなり異なっていたはずですが、タキさんと同世代である祖母が生きた時

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

代のできごとや雰囲気を以前より身近に感じることができたように思いました。
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この本は、来月行なわれる美濃加茂市読書サークル協議会主催の読書会交流会のテーマブックです。１
冊の本について、いろいろな見方や意見を聞きながら読み合うことも楽しい体験です。どなたでもご参加
いただけますので、ぜひお気軽にどうぞ。

児童書
『ぼくのじしんえにっき』八起 正道 作／伊藤 寛

絵

この本は、1990 年に課題図書になっていた、20 年以上前の作品です。今回、東北地方太平洋沖地震（東
日本大震災）が起き、思い浮かんだのがこの作品でした。内容はとても深刻ですが、絵日記として

書

かれているため、読みやすくなっています。
主人公は、にんじんが苦手で、塾に通うどこにでもいそうな、小学生です。そんな主人公がある日突然、

「おはなしランド」（読み聞かせ） ／ ◇

「にじのおはなし広場」（読み聞かせ） ／ △

毎週土曜日午後１時３０分～ （３０分程度）

毎週土曜日午前１１時～（３０分程度）

「おひざでごろごろ」／ ○

おばあちゃんは教えてくれます。
いずれ、私たちの住む東海地方も大きな地震が来るといわれています。もしもの時に、みなさんは

大

丈夫ですか？私も、ひとごとではない、日頃の備えをしなければと思いました。物語の中では、お母さん
に、
「お年寄りだから、昔の人だから」と言われていた、おばあちゃんの電気や文明機器に頼らない知恵が

～今月の北部分室貸出日

午前１０時３０分～（３０分程度）
どちらも場所は、児童コーナー赤いじゅうたん

６日（金）
・１７日（火）が貸出日です！

～美濃加茂市中央図書館～

～美濃加茂市東図書館～

〒505-0041 美濃加茂市太田町１９２１－１

〒505-0027 美濃加茂市本郷町９－２－２

℡０５７４－２６－７３１６

℡０５７４－２６－３００１

Mail

Mail

lib-chuoh@city.minokamo.lg.jp

～北部分室～

lib-higashi@city.minokamo.lg.jp

～坂祝町中央公民館図書室～

大きな助けになっていました。一度、実際におじいちゃんやおばあちゃんに昔の生活や心得を聞いてみた

お休み

り、家族で話し合うきっかけにしてみるのも良いかもしれませんね。

貸出日以外でも閲覧は可能です

行事等の臨時休館

★美濃加茂市図書館ホームページ

http://www3.city.minokamo.gifu.jp/

―３―

～

問い合わせ

大地震にあいます。小学生の素直な目線で書かれた、震災の様子と家族、人間模様は大人の私が読んでも
ドキリとさせられました。助け合うってどういうことなのか、死ぬってどういうことなのか？それを

場所：おはなし広場

土・日・祝日

お休み

―４―

平日の祝祭日
年末年始（12／29～１／3）

イベント・講座
図書館からの各種ご案内

いこいのほんだな
◇貸出日･･･６月７日（火）
、２１日（火）
午前１０時～午後５時
（閲覧は貸出日以外でもできます。

６月号 Ｎｏ．３
６月に入って、蒸し暑くなってきました。

入室表に人数を書いてください。
）

図書館では６月に「図書総点検」を行います。（蔵書点検
ともいい、略して「蔵点」と言っています。）
中央図書館・東図書館・北部分室（図書資料の総合計
約２４万点）をチェックします。
昨年の結果(H２２年度６月末時点)では、

◇と

６月２１日（火）
◇読み聞かせ
毎月第３火曜日午後１時１５分～（２０分程度）

～特集～

中央・東図書館に直接または電話でご確認ください。

人気作家シリーズ
≪あきやまただし≫引き続き展示中

不明 (内２７８冊を除籍)でした。

くん』にもみられる、しりとり、さかさことばなど道具不要の知恵

･･･思った以上に、不明の本は出てきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、みなさんの財産でもある図書
資料を守るため、ご理解とご協力をお願いいたします。

遊びもやってみよう！

6 月までの
展示です！

★ロビーカウンター
ミニ展示（大人向）

『本とあそぼう～全国訪問おはなし隊』が
やってきます！
０歳児から小学生を対象とした絵本・児童書を積んだ
キャラバンカーの見学と、絵本の読み聞かせや紙芝居を
行ないます。
ちょっぴりプレゼントもありますので、お楽しみに！
◇と

６月２６日（日）
午前１０時～１１時
◇ところ
中央図書館 児童コーナー
◇参加料
無 料
◇申込み
不 要
◇問い合わせ 中央図書館 ℡２５－７３１６

韓流ドラマノベライズ本を引き続き展示中。

図書総点検（蔵書点検）について！
６月２７日（月）～７月１日（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、
図書資料を 1 冊ずつ点検する作業です。
期間中職員は、
①図書資料をバーコードでなぞる
②蔵書の有無の確認とチェック
③資料を棚から下ろして本棚の清掃、図書の整理
を行います。
この作業により、不明になっている資料（本）の冊数が
わかります。
※

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。)

詳細を掲載
６月８日（水）
午後７時～８時３０分
美濃加茂市中央図書館 ２階 集会室
読み聞かせに関心のある方や
子どもに読み聞かせをしているボランティアの方

★定員になり次第受付終了します。ご了承ください。

(除籍とは、図書資料の所蔵データを消してしまうこと。)

１,３０６冊

き

◇ところ
◇対 象

★閲覧机特設コーナー

『まめうし』や『へんしんトンネル』の他、『さかさのこうもり

両館で

通信５月号に

◇トラベルブック（三和小学校本の入替）

みなさんは、いかがお過ごしでしょうか？６月といえば、
梅雨・紫陽花・父の日などなど、いろいろと思い浮かびますが、

『読み聞かせステップアップ講座』を開催！
子どもたちを楽しませる絵本の読み聞かせのテクニックや
ポイントを学ぶ講座を開催します。

貸出日にお待ちしております。

き

～読み聞かせプログラム紹介～
５月１１日（水）に行った
乳幼児向けおはなしランド
「おひざでごろごろ」より

～
１牛乳パックを
幅 1ｃｍ×縦 21cm に切ります。
２.編みこみます。
３.編みこみが最後まできたら
丸めた折り紙を
入れて
完成！！
よく転がります！

テーマ：「まるまる
ころころ」
今回の内容は･･･
１.うた
「まあるいたまご」
２.ふれあい
「コロコロたまご」
３.絵本：
「まるまるころころ」
４.リサイクル工作
５.絵本：
「ともとものころころぽこ」
「まるまる」
ちょっと騒がしくても、お話が始まると静かになって読み聞
かせを聞いてくれました。お母さんが、お子さんに話しかけな
がら読み聞かせに参加すると、母子のふれあいにもなり相乗効
果でよみ手側も読む意欲がわきます。そんな時間をこれからも
作り出していけたらよいと思っています。

新刊案内

～

一般書
■『電子書籍を日本一売ってみたけれど、やっぱり紙の本が好き。』
日垣 隆／著 講談社
■『この世にひとつの本』門井 慶喜／著 東京創元社
■館内のみ『保存版 可児・加茂の今昔』中島 勝国／著 郷土出版社
■『演歌は国境を越えた』小堺 正記／著 岩波書店
児童書
■『怪盗ブラックの宝物』那須 正幹／著 福音館書店
■『きみに出会うとき』レベッカ・ステッド／著 東京創元社Ｋ
■『つきのかがく』えびな みつる／絵・文 旬報社
■『ユリシーズ・ムーアと石の守護者⑤』
Pierdomenico Baccalario／著 学研パブリッシング
絵本
■『おじいちゃんちのたうえ』さこ ももみ／著 講談社
■『ぼくって王さま』アンネ・ヴァスコ／著 講談社
■『おおきいうさぎとちいさいうさぎ』
マリサービーナ・ルッソ／著

童話社

中央図書館からのお知らせ！

東図書館からのお知らせ！

～館内展示の予定～

～館内展示の予定～

児童書

カウンター前展示

『雨ふらしぬまがたいへんだ！』
高橋 幸子／作

♪『児童生徒地図作品 入賞作品』展
６月２２日（水）まで

大日本図書／出版

入賞作品の中から展示します。

♪カエルのうたが

児童（絵本）コーナー

もうすぐ梅雨の季節ですね。今回は梅雨にちなんだ本を紹介します。

６月２６日（日）まで

町はずれの古い家に住む“もんたさん”に不思議な事が次々と起こ

～緑のカーテン栽培中！！～

ります。長雨が続くある日、カエルが“もんたさん”を訪ねて来て言
いました。

みなさんは、夏の強い日差しと省エネ対策を

♪『いろいろな乗り物』展
６月１３日（月）まで
車や電車、飛行機など

きこえてくるよ♪

あちらこちらから、カエルの合唱が聞こえてくるようになりました。

♪テーマ『絵本で音楽を楽しむ』

カウンター前展示

いろいろな乗り物がでてくる絵本や物語を展示します。
♪『楽しむ育児 支えあう育児 ～子育てはママの仕事？～』展
６月１４日（火）～26 日（日）
男女共同参画

ブックフェァ

児童（絵本）コーナー
♪テーマ『お父さん絵本よんで！』

「きみを待っておった。一緒に雨ふらし沼まで来るんじゃ…

６月９日（木）～２３日（木）

今年、中央図書館では、緑のカーテン苗（ゴーヤ）を入手！

雨ふらし沼を助けるのはきみの仕事なんじゃよ！」さて、カエルに頼

父の日にちなんで、お父さんに

栽培することにしました！

まれた仕事とは！？

どのように行っていますか？

読んで欲しい絵本を紹介します。

この本は、自分で読むなら小学校低学年から読めます。その他にも
ゴーヤの苗以外に
何かが植えてある
みたい？？？
何が植えてあるか、
お楽しみに！

『雨ふる本屋』
（日向理恵子作
子作

童心社）
『かみなりのちびた』
（松野正

理論社）などがありますよ。ちょっと不思議な本の世界で雨宿

りしてみませんか。

日

１３

水

木

金

土

１

１

２

３

７

8
○

９

１０

4
◇
11
◇

１４

１５

１６

１９

２０

２１

２２

２３

２６

２７

２８

２９

３０

１７
２４

18
◇
25
◇

「おはなしランド」（読み聞かせ）

／ ◇
毎週土曜日午後１時３０分～ （３０分程度）
「おひざでごろごろ」／ ○
午前１０時３０分～（３０分程度）
★どちらも場所は、児童コーナー赤いじゅうたん
～美濃加茂市中央図書館～
〒505-0041 美濃加茂市太田町１９２１－１
℡０５７４－２６－７３１６
Mail lib-chuoh@city.minokamo.lg.jp

♪『農業用水パネル』展
６月２１日（火）～２６日（日）

『１０００の風
１０００のチェロ』
いせ ひでこ／作
偕成社／出版
絵本テーマ展示「絵本で音楽を楽しむ」の中からこの 1 冊。
これは復興へ心を一つにする絵本でもあります。1995 年阪神・淡路
大震災から 3 年後、実際に行われた 1000 人のチェロ・復興支援
チャリティーコンサートが絵本になっているからです。下絵を描き
ため、文章を入れ、いせさんの作品作りは「思いの昇華」という言葉
が合うような気がします。
主人公の僕はテレビで見た地震の風景をただ怖いと思いました。チ
ェロを通して人と出会い、そこには多くの被災者がいるということに
気がつきます。自分の音が、何の役にたつのかと思いめぐらしながら
も練習を繰り返し、千の音（千人の想い）が一つの曲になった時、
心も一つになったのです。

６月５日（日）～１８日（土）

農業用水について PR の展示をします。

６月のカレンダー
日

月

火

水

木

金

土

１

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

「にじのおはなし広場」（読み聞かせ） ／ △
毎週土曜日午前１１時～（３０分程度）
場所：おはなしの部屋
～美濃加茂市東図書館～
〒505-0027 美濃加茂市本郷町９－２－２
℡０５７４－２６－３００１
Mail lib-higashi@city.minokamo.lg.jp

は、休館日

１２

６

火

は、休館日

５

月

♪『書道』展

現代書の作品を展示します。

絵本

６月のカレンダー

ロビー展示

いこいのほんだな
◇貸出日･･･７月５日（火）
、１９日（火）
午前１０時～午後５時
（閲覧は貸出日以外でもできます。

７月号 Ｎｏ．４
７月になりました。いよいよ夏休みですね！

入室表に人数を書いてください。
）
◇トラベルブック（三和小学校本の入替）
７月１９日（火）

６月末からの図書整理期間、お休みを頂き、ありがとう
◇読み聞かせ

ございました。
さて、７月に入り、図書館では節電対策を含め新しい
サービスを行います。ぜひ、この機会に一度ご利用ください。
７月末から８月はじめに、“図書館まつり”も企画してい

毎月第３火曜日午後１時１５分ごろ～（２０分程度）

～特集～
★閲覧机特設コーナー

ます。中央・東図書館ともに、特色ある内容を企画しています！

夏休み自由研究お手伝い！

ぜひお越しください！！

≪いろいろな図鑑・事典≫展示
『草花』や『のりもの』など、調べたいことが、各ジャンルごと

開館時間の繰上げと
図書館利用のお知らせ

に多数わたり載っている事典・図鑑は、夏休みの自由研究を
お手伝いします！
★ロビーカウンター

このた びの東 日本大 震災に 伴い、 美濃加 茂市 立
図書館の節電対応を次のとおり行います。

ミニ展示（大人向）

９月までの
展示です！

大活字本を入れ替えます。
大活字本は、文字が大きくて読みやすいですよ！

１．中央・東図書館とも、７月～９月までの期間、
開館時間を午前９時３０分に繰上げます。
★ただし、閉館時間は従来どおり、
平日→午後６時
土・日・祝日→午後５時１５分です。
※夏季の閉館時間の延長はいたしません。
２．家族の団欒や親子の絆を深めるために、
「ノーテレビデー」を推進します。
７月・８月の間、土曜日の中央・東図書館内の
視聴覚コーナーのご利用は、
お休みさせていただきます。
３．本と紙芝居の
貸出冊数を、お一人５冊→１０冊とします。
（平成２４年３月まで試行実地）
★ぜひ、この機会にテレビを消して、
たくさん本を読んでみてくださいね。

～読み聞かせプログラム紹介～
６月８日（水）に行った
乳幼児向けおはなしランド
「おひざでごろごろ」より

１キッチンペーパーを２枚
用意します。
テーマ：「雨がふる」
２.１枚はまるめます。
今回の内容は･･･
３.もう１枚で、丸めた方を
１.ふれあい
包んで、モールやリボンで
「めんめんすーすー」
首をとじ、
２.ハンカチあそび
顔をかいたら
「でんでんむしのうた」
完成！！
３.絵本：
「かさかしてあげる」
４.ボンボンを付けて、
「ごぶごぶごぼごぼ」
つるしてみよう！
「あかちゃんはこうして
おかあさんにおはなししています」
４.リサイクル工作：
「てるてるぼうず」
５.てるてるぼうずの歌を紹介
今回は、４ヶ月くらいからの小さいお子さんたちがメインで
した。お母さん方は、手遊びなど子どもと触れ合える「めんめ
んすーすー」を熱心に聞いていました。子どもと触れ合える
きっかけとなる手遊びや絵本の読み聞かせは重要ですね。

『図書館まつり』を開催します！
図書館では、７月末から８月のはじめにかけて、
中央・東図書館ともに“図書館まつり”開催します！！
東図書館
◇と き ７月２８日（木）～８月４日（木）
9 時３０分～
◇と こ ろ 東図書館 おはなしの部屋
◇内 容 「“ぐりとぐら”の世界を楽しもう！」（期間中常時）
“おはなしの部屋”が絵本「ぐりとぐら」に大変身!!
“ぐりとぐら”になって写真撮影！
７月３０日（土） １０：００～おはなし広場でおはなし会
７月３１日（日） １３：３０～お菓子づくり
（生涯学習センター（太田町）調理室）
「お菓子づくり」の
絵本に出てくるお菓子レシピを参考に
詳しい内容は、
親子でお菓子づくり！
東図書館まで！
（ｶｽﾃﾗ・ｶﾎﾞﾁｬﾌﾟﾘﾝを作るよ！！）
※有料（参加費１００円）です。
中央図書館
◇と き ８月５日(金)、６日(土)、７日(日)
５・６日 午前９時３０分～４時３０分
７日 午後 1 時３０分～１時間程度
◇ところ 中央図書館 ２階 集会室
◇内 容 ５・６日 岐阜の木を使ったおもちゃであそぼう！
７日 “みのかもアルプホルンクラブ”と
中川重年さん
加茂農林高等学校 ・中川さんのお話
とコラボ！
「森のおはなしをしよう」
・アルプホルン、ディジュリジュの演奏

『夏休みに図書館でボランティア体験
してみませんか？』
図書館では夏休みに、子どもボランティアを募集します！
対象は、小学校４年生から中学校３年生までです。
中央・東図書館それぞれに、募集条件が若干違いますので、
体験を希望される方は、一度図書館にお問合せください。
問合せ
中央図書館
東図書館

『

℡２５－７３１６
℡２６－３００１

課題図書について

』

夏休みの宿題の一つに課題図書を
読んで「読書感想文」という
イメージがありますが、みなさんは
どうでしょう？
今年も、図書館では課題図書を
そろえています。
（貸し出し期間は、一週間です。
）
☺一度手にとって、
読んで見てください！！

中央図書館からのお知らせ！
～館内展示の予定～
カウンター前展示
♪『国際森林年

アルプホルンを吹く
体験日もあるよ！

森のおはなしをしましょう』展

東図書館からのお知らせ！
ＹＡ（ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ）

～館内展示の予定～

『「ワンピース」に生きる力を学ぼう！』

カウンター前展示

平居

７月５日（火）～８月３０（火）

謙／著

♪『夏休みの宿題お助け』展

データハウス／出版

間伐、水源の森、三和町の蛍、“森と林の会”の

７月５日（火）～２７日（木）/8 月５日(金)～10 日(水)
課題図書や夏休みの自由研究、読書感想文などの、

取り組みを展示

児童（絵本）コーナー
♪テーマ『国際森林年記念

絵本で緑を楽しむ』

読んでいる人たちへのご紹介になります。

絵本で科学を』

さて、漫画をこのように分析する人も

７月２８日（木）～８月３０日（火）

いるのですね。原作者も考えていないだろう、主人公ルフィーの仲間

ミニ展示
♪『おどろき

はっけん

みのかも自然』展

９月４日まで
“自分で調べる本”の展示をします

体育館プラザちゅうたい”で開催されます。
これにより、プラザちゅうたい周辺の混雑が予想されます。

身の回りの科学に興味を持ってもらえるような科学絵本を
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23
◇
30
◇

３１

「おはなしランド」（読み聞かせ）

／ ◇
毎週土曜日午後１時３０分～ （３０分程度）
「おひざでごろごろ」／ ○
午前１０時３０分～（３０分程度）
★どちらも場所は、児童コーナー赤いじゅうたん
～美濃加茂市中央図書館～
〒505-0041 美濃加茂市太田町１９２１－１
℡０５７４－２５－７３１６
Mail lib-chuoh@city.minokamo.lg.jp

♪『佐野 一彦』展

一般書

『育てて楽しむ
はじめての緑のカーテン』
NPO 法人
緑のカーテン応援団／著
家の光協会／出版
中央図書館のゴーヤは
花も咲いて順調に育っています！

夏の暮らし。夏の農作業具、子どもの服などを展示します。

～雑誌のリサイクルを行います！～
2009 年の雑誌を市民のみなさまに提供します！
◆と き ７月２８日（木）～
◆ところ 東図書館
★なくなり次第終了します。ご了承ください。
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うでしょう？人気の品種は、やっぱり「どうせ作るなら、涼しくなる
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だけではなく実になるものが･･･」と言うわけで、ゴーヤなどが人気の

１７

１８

１９
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２１

ようです。
（中央図書館は、ゴーヤとアサガオを育てています！）

２４

２５

２６

２７

２８

“緑のカーテン”がブームになっています。
今年、節電も兼ねて中央図書館でも育てていますが、みなさんはど

でも、
“緑のカーテン”は思いのほか、いろいろ種類な植物で出来る
ようで、花なら「アサガオ」が一般的ですが、果物だって“緑のカー
テン”になるようです。例えば、
「ブドウ」や「パッションフルーツ」
などなど。
プランターで出来る“緑のカーテン”の育て方がわかりやすく簡潔
に書かれています。夏休みの自由研究も兼ねて育ててみるのも面白い
かもしれませんね。

金
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2
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１５ 16
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２２ 23
△
２９ 30
△
１
８

３１
「にじのおはなし広場」（読み聞かせ） ／ △
毎週土曜日午前１１時～（３０分程度）
場所：おはなしの部屋
～美濃加茂市東図書館～
〒505-0027 美濃加茂市本郷町９－２－２
℡０５７４－２６－３００１
Mail lib-higashi@city.minokamo.lg.jp

は、休館日
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2
◇
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は、休館日

木

ロビー展示
７月２日（土）～１６日（土）

７
７月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
水

紹介します。

ますでしょうか。

１６日（土）を休館させていただきます。
みなさまのご理解とご協力をお願いします。

火

♪テーマ『科学を楽しむ』

ます。著者プロフィールを見ると詩人ともあり、ワンピースを題材に

図書館をご利用していた だく方の安全確保か らやむを得ず

月

児童（絵本）コーナー
７月１８日（月）～３１日（日）

さあ、あなたのワンピース観と平居さんの読解に通じるものはあり

岐阜県清流国体リハーサル大会が７月１６日～１８日まで、“中央

７月２８日（木）～８月４日（木）

を思う気持ちにクロポトキンの『相互扶助論』を引き合いに出してき

詩も出てきます。

～図書館休館についてのお知らせ～

日

♪ くるみの会『手作り絵本』展

『ONE PIECE』のこと。漫画を

７月２日（土）～２６日（火）
♪テーマ『国際科学年記念

お役に立ちそうな本を紹介します。

尾田栄一郎が描く少年漫画

図書館ホームページ

http://www3.city.minokamo.gifu.jp/

いこいのほんだな
◇貸出日･･･８月２日（火）
、１６日（火）

中央・東図書館にて“図書館まつり”開催！！

（閲覧は貸出日以外でもできます。

東図書館
◇と き ８月４日（木） 9 時３０分～
◇と こ ろ 東図書館 おはなしの部屋
◇内 容 「“ぐりとぐら”の世界を楽しもう！」
“おはなしの部屋”で“ぐりとぐら”になって写真撮影！
中央図書館
◇と き ８月５日(金)・６日(土)午前 9 時 30 分～4 時 30 分
７日(日)午後 1 時 30 分～1 時間程度
◇ところ 中央図書館 ２階 集会室
◇内 容 ・岐阜の木を使ったおもちゃであそぼう！
・“みのかもアルプホルンクラブ”と中川重年さん
（中川さんのお話やアルプホルン、
ディジュリﾄﾞｩの演奏を行います。
）

入室表に人数を書いてください。
）

８月号 Ｎｏ．５

◇「北部分室夏休みイベント～夏休み子ども講座～」(特別貸出日)

８月になりました。夏休み、宿題は大丈夫かな？

詳細は“～各種ご案内”欄にてご覧ください

図書館では、夏休みの宿題をお手伝いする展示を行っています

８月１１日（木）午前９時～
◇読み聞かせ

参考にしてくださいね。

毎月第３火曜日午後１時１５分ごろ～（２０分程度）

さて、東図書館では、７月に
七夕飾りを作りました。

～特集～

みなさんに“願い事”を書いて

★閲覧机特設コーナー（引き続き）

もらい短冊を竹に飾り付けてもら

夏休み自由研究お手伝い！

いましたが、残念なことに当日は

≪いろいろな図鑑・事典≫展示

雨で、天の川は見えませんでした。

『草花』や『のりもの』など、調べたいことが、各ジャンルごと

･ ﾟ ･ ( ｡ ´ Д ⊂ ) ･ ﾟ ･ 残 念 です。

に多数わたり載っている事典・図鑑は、夏休みの自由研究を

みなさんの“願い事”は叶った
でしょうか？みなさんの“願い事”
が叶う事を祈っています。☺

お手伝いします！
東図書館（ロビー）にて。
竹の上の方に短冊を付けつ
るため、２階へ上がる階段か
らつるしている人もいました。

第１４５回 直木賞決定！

★ロビーカウンター（引き続き）
ミニ展示（大人向）

９月までの
展示です！

大活字本を入れ替えます。
大活字本は、文字が大きくて読みやすいですよ！

７月１４日に「直木賞」と「芥川賞」の発表がありました。
芥川賞の受賞は今回ありませんでしたが、直木賞に、岐阜県
加茂郡八百津町出身の池井戸潤氏が受賞されました！
受賞作品は、『下町ロケット(小学館)』。
下町の経営が苦しくなっている町工場で
起こる、最先端技術をめぐる、大企業と
の駆け引きと人間模様が書かれています。
（詳しくは、図書館にて本を借りて読んで
みてくださいね。）８月にＷＯＷＯＷにて
ドラマ化も予定されています。
関連して、中央図書館では池井戸
潤 氏の作品をカウンター前にて
ミニ展示中です。
昨年ＮＨＫでドラマ化された『鉄の
骨（講談社）』（第３１回吉川英治文
学新人賞作品）など、ございます
ので、この機会に一度読んでみてください。
※貸出中の本については、予約をお願いします。

『図書館まつり』を開催します！

午前１０時～午後５時

～読み聞かせプログラム紹介～
７月１３日（水）に行った
乳幼児向けおはなしランド
「おひざでごろごろ」より
今回のテーマ：「おさんぽ」

１牛乳パックを“かまぼこ型”
に切り抜きます。2 枚必要。
（手で持つ部分になります）
２.厚手の紙を用意し、“ネコ型”
に切ります。(表裏用２枚作成)
３.“２”で作った紙を張り合わ
せ、
“１”で作ったパーツをは
さんでつけます。
４.好きな顔を書いたら完成！

１.クイズ（絵本を使って）
「オレ・ダレ」
２.絵本（読み聞かせ）
「わにわにのおでかけ」
３.わらべうた
「ほたるこい」
４.ふれあい
「ソーメン、ニューメン、ヒヤソーメン」
５.絵本（読み聞かせ）
「ひまわり」
６.リサイクル工作：「うちわ」

今回は、２歳～３歳ほどのお子さんも参加されました。お母
さんが、借りるための本を選んでいて近くにいなかったせいか
不安気味でした。やっぱり、“ふれあい”遊びなどは相手がい
るからできることです。親子一緒に参加したいものですね。

『北部分室夏休みイベント
～夏休み子ども講座～』を開催！
三和交流センターで行う“夏休み子ども講座”にて、
図書館は「お菓子づくり」や「読み聞かせ」を行います！
◇と

き

８月１１日（木）
午前９時～午後１２時３０分ごろまで
◇ところ 三和交流センター（北部分室）
◇内 容 ・お菓子づくり（工作の後に、みんなで食べよう！）
・小学校から中学生を対象にした工作
（紙まきこま、水鉄砲など）
・読み聞かせ
・本の貸出（図書カードを持って来てくださいね！）
★当日、本を借りると図書館から何かがもらえるかも！？

『夏休みに図書館でボランティア体験
してみませんか？』
東図書館で、夏休みの子どもボランティアを募集します！
対象は、小学校４年生から中学校３年生までです。
体験を希望される方は、一度図書館にお問合せください。
問合せ

『

東図書館

℡２６－３００１

職員オススメ新刊案内

』

一般書
■『夏を涼しく！おばあちゃんの知恵袋』
NPO 法人おばあちゃんの知恵袋の会/著 大和出版
児童書
■『
「守り人」のすべて』守り人シリーズ完全ガイド
上橋 菜穂子/著 偕成社
絵本
■『ひとりぼっちのガブ』あらしのよるにスペシャル
きむら ゆういち/作 あべ 弘士/絵
■『へちまのへーたろー』
二宮 由紀子/作 スドウ ピウ/絵 教育画劇

中央図書館からのお知らせ！
～館内展示の予定～
カウンター前展示
♪『国際森林年

森のおはなしをしましょう』展

間伐、水源の森、三和町のゲンジ蛍、“森と林の会”の
☺アルプホルンを吹く体験日があるよ！

カウンター前展示
♪『夏休みの宿題お助け』展
8 月７日(日)～１１日(木)
課題図書や夏休みの自由研究、読書感想文などの、
お役に立ちそうな本を紹介します。
♪ くるみの会『手作り絵本』展

継がれているオルファーズの絵本、
四季折々の花草やたくさんの虫など小さい生物が描かれ、自然と

児童（絵本）コーナー

ともに四季を歩む子どもたちの幸せな姿が描かれます。

絵本で科学を』

絵本という小さな世界の中に、一つの四季を丸ごと詰め込み、それ

７月２８日（木）～８月３０日（火）

ミニ展示

をまるで小さな子どもの一日のように凝縮して表現しています。冬は

♪『おどろき

はっけん

９月４日まで

“自分で調べる本”の展示をします

場所で眠り、春、夏はお外で元気よく楽しみ、夕暮れの秋になると根
っこのおうちにまた戻っていきます。その絵本全体の波長が子どもの

伝って、１００年も読み継がれる絵本となりました。

８月２日（火）～８月３０日（火）
（※なくなり次第終了します。）

◆ところ

やさしさ、愛情、楽しさなど基本的で大切な感情を素直に体験する

中央図書館

◆対象雑誌

ことができる絵本です。貴族の生まれの作者。上品で可愛らしく自然

保存期間が過ぎた雑誌

（ただし、“児童”・“永年保存”の一部雑誌は除きます。）
★どなたでも、お持ち帰り可能です！ぜひ、お越しください！
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8 月１５日(月)～３０日(火)
大切に扱わなかったために、やむなく
処分しなければならない本を展示します。

ロビー展示
♪『水墨画』展

一般書
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◇

「おはなしランド」（読み聞かせ）

／ ◇
毎週土曜日午後１時３０分～ （３０分程度）
「おひざでごろごろ」／ ○
午前１０時３０分～（３０分程度）
★どちらも場所は、児童コーナー赤いじゅうたん
～美濃加茂市中央図書館～
〒505-0041 美濃加茂市太田町１９２１－１
℡０５７４－２５－７３１６
Mail lib-chuoh@city.minokamo.lg.jp

中山 七里／著
宝島社／出版

♪『絵てがみ』展

は、昨年第８回「このミステリーがすごい」
大賞にて大賞受賞をされました白川町出身の中
山七里さんの「おやすみラフマニノフ」です。
主人公は音楽に人生を賭けて行こうと思い悩む貧乏学生であり、学
内演奏会のコンサートマスターに選出され演奏会に向け練習に励んで
いる最中に楽器の盗難、また脅迫状が届くといった事件が重なるなか
仲間との格闘もあり、演奏会の成功と事件の解決を目指し主人公が悩
みながらも活躍。果たして無事事件の解決と演奏会が行われるのか？
最新作も図書館にはそろっています。ぜひ読んでみてください。
大賞発表当時は岐阜県出身とだけでしたので白川町出身と知らない
方も見えると思いあえてこの時期に紹介させていただきます。

８月２０日（土）～９月３日（土）

“絵てがみサークル”の２３年度年賀状を展示します。

～みんなは、どんな本を読んでいるのかな？～
本を借りるとき、「どんな本を借りようかな？」と
迷ったことはありませんか？
みなさんが返却された本を、ブック
トラックに置いておきます。
本選びの参考にいかがでしょうか?!
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今年の直木賞は八百津町出身の池井戸潤さんが
受賞されましたが、今回紹介させていただく本

８月３日（水）～１６日（火）

“墨楽会”の作品を展示します。

「にじのおはなし広場」（読み聞かせ） ／ △
毎週土曜日午前１１時～（３０分程度）
場所：おはなしの部屋
～美濃加茂市東図書館～
〒505-0027 美濃加茂市本郷町９－２－２２
℡０５７４－２６－３００１
Mail lib-higashi@city.minokamo.lg.jp

は、休館日

水

は、休館日

火

１１

が生き生きと美しく描かれている作品ばかりです。

『おやすみラフマニノフ』

月

８

♪『かわいそうな本』展

一日を巧みに表現しておりさらに丁寧に描かれた美しいイラストも手

所蔵していた雑誌をみなさまに提供します！
◆と き

８月４日（木）まで

夜であり、根っこの世界という大地の母に守られた「家」を象徴する

みのかも自然』展

～雑誌のリサイクルを行います！～

１４

『ねっこぼっこ』

１９０６年に出版されて以来 100 年も読み

８月６日(土)午後２時～３時、７日(日)午後３時～3 時 30 分
※なりきり衣装セットもあるよ！！

７

～館内展示の予定～

平凡社／出版

取り組みを展示

日

絵本
ジビュレ・フォン・
オルファーズ／著

８月３０（火）まで

♪テーマ『国際科学年記念

東図書館からのお知らせ！

図書館ホームページ

http://www3.city.minokamo.gifu.jp/

いこいのほんだな
◇貸出日･･･９月６日（火）
、２０日（火）
午前１０時～午後５時

トラベルブック
9 月２０日（火）

（閲覧は貸出日以外でもできます。

９月号 Ｎｏ．６

入室表に人数を書いてください。
）
◇読み聞かせ・・・ボランティアのみなさんが、お昼休みに直接

９月になり、学校が始まりました。秋！運動会などなど行事

小学校・保育園に読み聞かせへ！（１０月から）

があって、大忙しですね！

さらに、夕方４時ごろからも読み聞かせがあるかも！？
どんなお話かな？お楽しみに!!

さて、９月１９日は、「敬老の日」です。
そんな敬老の日に読んで欲しい本「敬老の日

★お知らせ！･･･２１日(火)以降、分室の本の入れ替えを行います！

読書のすすめ」という運動があリます。「心

１週間ほど本の閲覧が出来ませんが、ご理解と

ゆたかに生涯読書」を目標に、中・高年の方々

ご協力をお願いします！

に読書を楽しんでいただくために進めてい
る運動です。
小学校や中学校のみなさんには、内容が難
しいかもしれませんね。１０月には「読書週間」があります。
読書の秋！何か１冊本を読んでみてください！☺
平成２３年度敬老の日におすすめする本
◆『老いの才覚』
曽野 綾子/著
ベストセラーズ
◆『日本人の誇り』 藤原 正彦/著
文藝春秋
◆『孤舟』
渡辺 淳一/著
集英社
◆『老年の品格』
三浦 朱門/著
海竜社
◆『おおきな木』
ｼｪﾙ･ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ/著 村上春樹/訳 あすなろ書房
◆『百歳日記』
まど・みちお/著
ＮＨＫ出版
◆『親鸞と道元』
五木 寛之/著
詳伝社
･･･などなど他にも多数あります。ぜひ、図書館まで！

～この夏、新「読書人」のすすめ～図書館利用について
７月から、取り組んでいた節電対策等についてですが、
「ノーテレビデー」の推進による土曜日の”視聴覚コーナー
利用のお休み“が、８月で終了しました。
以下、は継続中ですので、よろしくお願いします。

～特集～

★ただし、閉館時間は従来どおり、
平日→午後６時
土・日・祝日→午後５時１５分です。
※夏季の閉館時間の延長はいたしません。
■本と紙芝居の
貸出冊数を、お一人５冊→１０冊とします。
（平成２４年３月まで試行実地）

後期分の展示枠に若干の空き残っています。
自慢の作品を展示してみませんか？
◇と

き

平成２３年１０月１日～平成２４年３月３１日
の間で、図書館が指定する２週間
◇と こ ろ 東図書館玄関ロビー
◇内
容 絵画、書、俳句、写真など、自作の作品
◇予定定員 空き状況については、直接、又は電話で
東図書館にお問い合わせください。
◇問合せ先 東図書館 ２６－３００１

（詳細は、順次お知らせします！）

『

★閲覧机特設コーナー

≪秋の絵本や関連する本≫を展示
『運動会』や『えんそく』など、“秋”の行事・キーワードに
関する絵本や本を展示します！

～読み聞かせプログラム紹介～
８月６日、１３日の土曜日に
東図書館で行った「にじのおはなし広場」より
読み聞かせで読んだ絵本と読み手からの感想をご紹介！
親子連れで多くの子ども
８月６日（土）
達が集まりどの子も真剣に
●絵本「くるくるつるくん」
聞いてくれたので良かった
●絵本「おふとんかけち」
と思います。途中でゲーム
●絵本「トマトさん」
も入り、みんな楽しく最後
●絵本「ほしをつくったけんちゃん」
まで聞いてくれました。
●手遊「すきかきらい？」
大勢の子どもたちの参加
●絵本「９ひきのうさぎ」
●絵本「ベーコンわすれちゃだめよ！」 でよかったと思います。
自分より年齢の下
の子に読むと、笑って
く れ た り 、「 な る ほ
どー」と反応してくれ
て、うれしかった。こ
う いう 機会 があ った
らまたやりたいです。
※子どもボランティアより

職員オススメ新刊案内

』

一般書

“秋”を感じる本

■中央・東図書館とも、７月～９月までの期間、
開館時間を午前９時３０分に繰上げます。

『東図書館のロビー展示者を
募集します！』

８月１３日（土）
●絵本 「イモムシかいぎ」
●大絵本「ありとすいか」
●絵本 「うちゅういちのパンやさん」
●大絵本「こわいはなし」
●絵本 「いもほりやま」
●絵本 「おんぶはこりごり」
●絵本 「おおきなキャベツ」

やはり、聞いてくれる人（子どもたち）がいるからこその読み
聞かせです。読み手も読み甲斐があります。各館で読み聞かせを
行っています。ぜひ、聞きに来てくださいね！

■『テレメア戦記 Ⅳ』
ナオミ・ノヴィク/著 ヴィレッジブックス/出版
■『黄泉から来た女』
内田 康夫/著
新潮社/出版
■『ブラック』
山田 悠介/著
文芸社/出版
■『一瞬でわかる日本と世界の領土問題』
高橋 和夫/著
日本文芸社/出版
■『食べたら種まき』
ヒナ/著
祥伝社/出版
■『高校生レストラン、行列の理由』
村林 新吾/著
伊勢新聞社/出版
■『原発はなぜ日本にふさわしくないのか』
竹田 恒泰/著
小学館/出版

児童書
■『若おかみは小学生！PART16』
令丈 ヒロ子/著
講談社/出版
■『チームみらい』
吉野 万里子/著
学研教育出版/出版
■『小学生のためのはじめて学ぶ著作権』
岡本 薫/著
朝日学生新聞社/出版
■『食物連鎖の大研究』
PHP 研究所/出版

絵本
■『すいかのたび』
高畠 純/著
絵本館/出版
■『ぺんぎんのたまごにいちゃん』
あきやま ただし/著 すずき出版/出版
■『ぼくのトイレ』
鈴木 のりたけ/著
PHP 研究所/出版
■『おたすけこびとのまいごさがし』
なかがわ ちひろ/著 徳間書店/出版
■『ひとりぼっちのガブ』
きむら ゆういち/著 講談社/出版

中央図書館からのお知らせ！

東図書館からのお知らせ！

～館内展示の予定～

絵本

～館内展示の予定～

児童（絵本）コーナー

『あかりをけして』

カウンター前展示

アーサー・ガイサート／著
BL 出版／出版

♪テーマ『電車絵本』展示
９月１日（木）～２７日（火）

♪『十五夜・月の神秘について』展
９月１(木)～１５日(木)
月の地形についている名前や月の体重などなど、

♪テーマ『食べ物絵本』展示
９月２９日（木）～１０月２５日（火）

８月の絵本テーマは「世界科学年」でした。
2011 年はキューリー夫人のノーベル化学賞

ミニ展示
♪『おどろき

はっけん

９月４日まで

受賞から 100 年目に当たるそうです。奇しくも放射能の研究ですね。

みのかも自然』展

“自分で調べる本”の展示をします。

さて、化学は私達の生活には欠かせない分野ですが、その恩恵に気
がつかずに生活していることのほうが多いでしょう。展示には「みつ

～緑のカーテン収穫中！～

お月さまづくしの展示です。

ロビー展示
♪『絵てがみ』展
８月２０日（土）～９月３日（土）
“築樋 孝平”さんの２３年度版、

けようかがく」シリーズ絵本のまさに化学を題材としたものから、
「ひ

中央図書館で育てている、“緑のカー

ろしまのピカ」を筆頭に原爆絵本や水爆実験で被爆した第５福竜丸の

テン”ですが、近頃では“実”が成るよ

絵本、そして番外編として、小さい人たちのなぜに大人がユーモアで

うになりました。（８月中旬）小ぶりの

答える『ねえパパ、どうしてシマウマはローラースケートをはかない

小さな実ですが、収穫しています！

の？』『ねえママ、どうしてきょうりゅうはがっこうへいかないの？』

（無農薬）朝顔も咲いています！

（ｶﾝﾀﾝ･ｸﾞﾚﾊﾞﾝ/作）、
『うんこ日記』
（村中李衣・川端誠/作）、
『しずくの

成った実を、中央図書館カウンター

ぼうけん』(ﾏﾘｱ･ﾃﾙﾘｺﾌｽｶ/作)『あかりをけして』（ｱｰｻｰ･ｶﾞｲｻｰﾄ/作）な

にて、利用者のみなさんに、自由に

どを加えました。

お持ち帰りいただいています。

『あかりをけして』の紹介～暗いと怖いから眠くなる頃に、明りを

“絵てがみ”による年賀状を展示します。
♪『水彩画』展
９月７日（水）～２０日（火）
“牧水会”のみなさんの作品を展示します。
♪『鬼の音楽家たち』展
９月２４日（土）～１０月６日（木）
“近藤孝夫”さんのイラスト作品を展示します。

児童コーナー展示
♪『孫に読んであげたい絵本』展

（※収穫できなくなりしだい終了です。

消してくれる仕掛けを家じゅうに張り巡らせたブタの男の子の絵本で

ご了承ください。）

す。ほとんど文字はなく、仕掛けがドミノ倒しのように働いていく様

９月１３日（火）～９月２２日（木）

みなさんも、“ゴーヤ”いかがですか？

子を本当らしく描いています。コブタの表情にも注目です。

敬老の日にちなんで、孫に読んであげたい
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「おはなしランド」（読み聞かせ）

／ ◇
毎週土曜日午後１時３０分～ （３０分程度）
「おひざでごろごろ」／ ○
午前１０時３０分～（３０分程度）
★どちらも場所は、児童コーナー赤いじゅうたん
～美濃加茂市中央図書館～
〒505-0041 美濃加茂市太田町１９２１－１
℡０５７４－２５－７３１６
Mail lib-chuoh@city.minokamo.lg.jp

絵本を紹介します。

『ブランケット・キャッツ』
重松 清／著
朝日新聞社／出版
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９月
月の
のカ
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ー
日

月

火

水

基本の契約期間は三日間。買い取りは不可。
同じ猫の貸し出しも、原則的に一ヶ月以上間が
あかないと受け付けてもらえません。レンタル
料は、純血種の仔猫が買えるほどの金額なのに、申込みが途切れるこ
とはありません。
レンタル猫は、生まれたての仔猫の頃から馴染んだ毛布とともに、
あちこちに貸し出されているため、ブランケット・キャッツと呼ばれ
ています。そんな、７匹のレンタル猫と子どもができない夫婦、会社
の金を横領した女性、いじめに悩む男の子、リストラにあった家族な
ど、いろいろな問題に悩む７組の人々との物語です。
猫好きな人にも、そうでないひとにも、おすすめの本です。読み終
わる頃には、一度くらいこの猫をレンタルしてみたいと思える、心が
あたたかくなるような物語です。
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「にじのおはなし広場」（読み聞かせ） ／ △
毎週土曜日午前１１時～（３０分程度）
場所：おはなしの部屋
～美濃加茂市東図書館～
〒505-0027 美濃加茂市本郷町９－２－２２
℡０５７４－２６－３００１
Mail lib-higashi@city.minokamo.lg.jp

は、休館日

木

は、休館日

日

一般書

