図書館ホームページ

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

１０月号 Ｎｏ．７
秋も本番！１０月は、
“体育の日”

いこいのほんだな
新たに、本を入れ替えてリニューアルです！
９月末の北部分室のお休みでご迷惑をおかけしました！
無事、本の入れ替え作業も終了しました。
ご協力ありがとうございました。
ぜひ一度、おこしください！
◇貸出日･･･１０月４日（火）、１８日（火） トラベルブック
10 月１８日（火）
午前１０時～午後５時

がありますね。みなさん、９月に

（閲覧は貸出日以外でもできます。

行った運動会はどうでしたか？
さて、今月は第６５回読書週間も

入室表に人数を書いてください。
）

「読み・書き」が出来ることを「識字」と言います。日本で
は、識字率が高く、ほとんどの人が文字を読むことが出来ます

どんなお話かな？お楽しみに!!

～特集～
★閲覧机特設コーナー

◆申込み・参加料は不要です。どなたでも参加できます
問合せ 中央図書館℡25－7316 東図書館℡26－3001

“秋”を感じる本
≪秋の絵本や関連する本≫を展示
『紅葉』や『秋の味覚』など、“秋”の行事・キーワードに関す

■『朗読にふれるひととき』を開催します！！

る絵本や本を展示します！ちょっぴりハロウィーン特集も!!

秋の午後、朗読に耳を傾けてみませんか？
話題の作品を素敵な映像・音楽とともにお楽しみください。

が、世界的に見ると、世界総人口約６８億人の中で約７億９０
００万人の人たちが、文字を読むことが出来ないといわれてい
ます。およそ８人に１人は文字が読めないことになります。
私たちは当たり前のように、本やネットで文字を読んでいま
すが、とても恵まれていることなのです。この読書週間に本を
読んで、実感してみてください。
今年の読書週間標語は、
「信じよう、本の力」です！

～新「読書人」のすすめ～図書館利用について
この夏の節電対策とともに行われていた、
「ノーテレビデー」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。
また、中央・東図書館とも７月～９月の期間、朝の開館
時間を９時３０分からと、繰上げて開館していましたが、
１０月より“通常の開館時間”に戻りましたので、
よろしくお願いいたします。

１０月から → 午前１０時開館
★“貸出冊数、お一人１０冊以内
（平成２４年３月まで、試行実施）”は、継続中です。
ぜひ、この機会にテレビを消して、
本をたくさん読んでみてください。

平成２３年１０月１５日（土）
午後２時～３時３０分
東図書館 ２階 視聴覚ホール
川端 有子さん
美濃加茂市読書サークル協議会
美濃加茂市図書館

「少女小説から世界が見える」
河出書房出版

て新聞・放送のマスコミ機関も加わってはじまりました。

き

◇と こ ろ
◇講
師
◇共
催

さらに、夕方４時ごろからも読み聞かせがあるかも！？

るところに残っているなかで「読書

取次会社・書店と公共図書館、そし

◇と

ボランティアによる読み聞かせ！

い昭和２２年、まだ戦火の傷痕が至

ろう」という決意のもと、出版社・

「若草物語」
「小公女」
「赤毛のアン」などの物語を例に、
“主人
公の生き方”というのがふつう本を読む時のメインになると思わ
れていますが、脇役の配置がテーマや、主人公にどう関るかを考
えます。すると、いろいろと面白いことがわかってきます。

◇読み聞かせ・・・１０月１８日（火）お昼の 1 時半頃～

あります。読書週間は、終戦まもな

の力によって、平和な文化国家を作

■『読書講演会
「脇役から読み直す少女小説」』を
開催します！！

◇と

平成２３年１１月３日（木）
午後２時～３時
◇と こ ろ 中央図書館 ２階 集会室
◇作
品 『ルリュールおじさん』いせ ひでこ/作 講談社
『ヒア・カムズ・ザ・サン』重松 清/著 文藝春秋
◇朗
読 みのかも「声のドラマの会」
（自主グループ「いろは音」）

～読み聞かせプログラム紹介～
９月１４日、水曜日に
中央図書館で行った「おひざでごろごろ」より
テーマ：「秋をかんじる」
“とんぼ”のおり方は

●手あそび「ちょっちちょっち」
「みんなが好きになる
●絵
本「どーっちだ(こどものとも 0･1･2)」 かわいいおりがみ虫５０」より
詳しくは、
●絵
本「おつきさまこんばんは」
図書館に本を借りに来てね☺
●絵
本「だっだぁー」
●ふれあい「おおきなおめめのしたにある」
●おりがみ「とんぼ」
・ ・
今回は、新たにブックスタートのかおになった｢だっだぁー」を
読んでみました。１歳未満の子どもさんは興味がありそうで指を
さしたりしていましたが、２歳くらいになると「？」と言う感じ
でした。
絵本の「どーっちだ」のように参加型の絵本は、子どもたちが
場になじんでから絵本を読むなど工夫したいところです。

おりがみ
で
“とんぼ”

き

◆申込み・参加料は不要です。どなたでも参加できます
問合せ 中央図書館℡25－7316

『

職員オススメ新刊案内

～児童編』

児童書
■『きらめきハートのドレス』
あんびる やすこ/著 岩崎書店/出版
■『忍者サノスケじいさんわくわく旅日記４３』
なすだ みのる/著 ひのくま書店/出版
■『きみに贈るつばさ物語』
あさの あつこ/著(他) 角川書店/出版
■『つなみ』
田畑 ヨシ/著 産経新聞出版/出版
絵本
■『おおきなかぼちゃ』
エリカ・シルバーマン/著 主婦の友社/出版
■『とんぼ』
チョン・ジョンチョル/著 岩崎書店/出版
■『どんぐりむらのぱんやさん』
なかや みわ/著 学研教育出版/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！
絵本

～館内展示の予定～
児童（絵本）コーナー
♪テーマ『食べ物絵本』展示

小風 さち／作･藍澤 ミミ子／絵
福音館書店／出版

１０月２５日（火）まで

♪テーマ『むかしばなし』展示

『はしれ、きかんしゃ
ちからあし』

♪『おはなし会で読まれた絵本』展

小風さんの講演「ことばが生まれるとき」

“にじのおはなし広場”で

の中で、製作秘話をうかがえました。実は

読まれた絵本を紹介します

この絵本、山本忠敬さん(1916-2003）とのコラボ第３弾となるはずでし

♪『新聞を読もう！』(新聞店寄贈、ご協力)

た。しかし完成にはいたらず永眠。一方、テキストを書く小風さんには、

常時設置中！(東図書館にもありますよ！)

戦争時代のお話を、戦争を知らない自分が書くことへの悩みがありまし

みなさん“新聞”読んでいますか？毎週土曜日に届く、
子ども向けの新聞を置いてみました。

た。自分のイメージがぼやけていては、読んでもらう子どもも集中でき
ないからだと言います。小風さんは作品にリアリティーを求めます。
『夜

一度手にとって新聞を読んでみてください！

と霧』を読みなおし、アウシュビッツを実際に見て、
「戦争を知っている

～素敵な作品を頂きました！～

か知らないということではなく、それを伝えようとしないことがはるか

図書館では、毎月、自力で図書館まで来て

に問題だ」と気づかされたのでした。取材、言葉選び、画家とのイメー

いただく事が困難な高齢者のために、“宅配サー

ジの伝えあいなど出版には１０年という、読み手には知られざる歳月が

ビス”を行っています。そこで、素敵な作品を頂き

経っていました。絵本の中も時間が流れています。機関車の目線で戦前

ました！ ありがとうございます！

から戦後から語られます。新しい絵かきさん藍澤ミミ子さんとの出会い、

利用者のみなさんにも、カウ

どんな絵本になったか、手にとって確かめてください。

ンターにてお配りしています。

ていますか。答えは中央図書館、乗り物絵本が集めてある場所に。

者の方より頂きました。
】

一般書

１
１０
０月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
火

水

木

土曜日の読み聞かせ写真

カウンター前展示
♪『暮らしの中の図書館』展
１０月２７日(木)～１１月１４日(月)
図書館を身近に感じ、活用してもらうために、図書館の
サービスや仕事を紹介する
展示を行います。

ロビー展示
♪『鬼の音楽家たち』展

“近藤孝夫”さんのイラスト作品を展示します。

７

1
◇
8
◇

２

３

４

５

６

９

１０

１１

12
○

１３

１６

１７

１８

１９

２０

15
◇
２１ 22
◇

２３

２４

２５

２６

２７

２８

３０

３１

１４

29
◇

「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

♪『水墨画』展
１０月１２日（水）～２５日（火）
「秋」をテーマに飛墨会のみなさんの作品を展示します。

『評決のとき』
ジョン・グリシャム／著
新潮社／出版

１
１０
０月
月の
のカ
カレ
レン
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ダー
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日

月

火

水

木

金

日本で裁判員制度の導入が決まったとき、一番に頭に浮かんだのが、

1
△

はや十数年前に読んだこの本である。
『ペリカン文書』、
『依頼人』
、
『処刑
室』などが出版されており、皆さんも知っているであろう作品であるが、
これらの作品より早く 1989 年に出版されたのがこの『評決のとき』で、
著者のデビュー作である。
日本ではまだ裁判員制度ではなかったこの時に読んで、陪審員による
裁判のあり方に少なからず衝撃と不安を覚えた記憶がある。
娘を強姦した犯人を自らの手にかけた父は有罪か無罪か。人種差別問
題もからんで重くなりそうなテーマを扱いながらも、うまくさばいてち
ゃんと法廷もの娯楽（？）小説としてテンポよく読ませる作品に仕上げ
ていると思う。
人種的偏見が根強く残る土地での陪審員は公正な判断ができるのか、
そして娘の仇を討った父親はどのような裁きをうけるのか。現在の裁判
員制度の日本では考えられない結末になっているが・・・。
グリシャム自身が元弁護士とあって、裁判の過程も詳細に描かれてい
てよくわかり、作品の仕上がりへのグリシャムの手腕がひかる。

土
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△

３０

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９－２－２２
℡０５７４－２６－３００１
Mail lib-higashi@city.minokamo.lg.jp

は、休館日

土

は、休館日

金

カウンターから見た館内

１０月６日（木）まで

さて、市内に平和を語る教材として機関車が保存されているのを知っ

【ケアハウス飛騨川の入所

月

児童コーナー展示
１０月３日（月）～１３日（木）

１０月２７日（木）開始

児童閲覧机

日

～館内展示の予定～

図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
１１月１３日（日）は“三和町ふるさとまつり”！
図書館でも、展示をします！さらに読み聞かせもありますよ！
展示は北部分室の一年を振り返ります！

『ルリユールおじさん（いせ ひでこ/作）』などの作品を“みのかも
「声のドラマの会」自主グループ「いろは音」”のみなさんが朗読します。

◇貸出日･･･１１月１日（火）、１５日（火）

１１月号 Ｎｏ．８

午前１０時～午後５時

◇と

平成２３年１１月３日（木）
午後２時～３時
◇と こ ろ 中央図書館 ２階 集会室

（閲覧は貸出日以外でもできます。

さて、今月は１１月です。３日は「文化の日」、２３日は「勤

入室表に人数を書いてください。
）

労感謝の日」がありますね！ちなみに、今月の９日までは、
“読
書週間”ですが、みなさんはどんな本を読みましたか？

◇トラベルブック･･･１１月１５日（火）

「･･･どんな本を読むか迷う･･･」と思われる方も多いかもしれ

◇読み聞かせ・・・１１月１５日（火）お昼の 1 時半頃～
ボランティアによる読み聞かせ！

みなさんがどんな本を読まれたのか、中間発表をします！

さらに、夕方４時ごろからも読み聞かせがあるかも!?

一般書貸出ランキング

どんなお話かな？お楽しみに!!

新参者
ガリレオの苦悩
流星の絆
放課後はミステリーとともに
さまよう刃
パラドックス１３
KAGEROU
小暮写真館
少女
月と蟹

東野 圭吾/著
東野 圭吾/著
東野 圭吾/著
東川 篤哉/著
東野 圭吾/著
東野 圭吾/著
齋藤 智裕/著
宮部 みゆき/著
湊 かなえ/著
道尾 秀介/著

児童書貸出ランキング
１位
２位
３位
４位
５位

かいけつゾロリ シリーズ
妖怪アパートの優雅な日常 １０
まじょ子とピンクのおばけひめ
幽霊城の秘宝(ﾏｼﾞｯｸ･ﾂﾘｰ･ﾊｳｽ 16)
ハリー・ポッターと死の秘宝 下

原 ゆたか/著
香月 日輪/著
藤 真知子/著
ﾒｱﾘｰ･ﾎｰﾌﾟ･ｵｽﾞﾎﾞｰﾝ/著
J．K．ﾛｰﾘﾝｸﾞ/著

絵本書貸出ランキング
１位 バムとケロのさむいあさ
島田 ゆか/著
２位 はらぺこあおむし
ｴﾘｯｸ･ｶｰﾙ/著
３位 ぐりとぐら
なかがわ えりこ/著
４位 バムとケロのおかいもの
島田 ゆか/著
５位 からすのパンやさん
加古 里子/著
みなさん、参考にしてみてくださいね。
ランキングは、図書館ホームページからでも（「よく読まれ
ている本」の表示にて）ご覧頂くことが出来ます。
（条件の違いにより、ランキングに若干の違いがあります）

～新「読書人」のすすめ～図書館利用について
★“貸出冊数、お一人１０冊以内
（平成２４年３月まで、試行実施）”は、継続中です。
ぜひ、この機会にテレビを消して、
本をたくさん読んでみてください。

き

『産業祭（古本市）』を開催します！！

ません。そこで、今年度に入ってから図書館を利用された、

１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10 位

『朗読にふれるひととき』を開催！！

一年間、図書館に訪れたみなさんから集めたリサイクル本
などを無料でお配りします。

～特集～

◇と

き

★閲覧机特設コーナー
◇ところ

テーマは“冬支度”
≪“冬”になる前には・・・≫を展示

問合せ

秋が過ぎたら、“冬”！冬本番を前に、冬を暖かく楽しく過ごすた

平成２３年１１月１２・１３日（土・日）
(12 日：11 時～16 時／13 日：9 時～16 時)
中央図書館駐車場
（※当日、お車での乗り入れは出来ません）

中央図書館 ２５－７３１６
東図書館 ２６－３００１

めの本をご紹介します。

『絵本読書会』を開催！！
～読み聞かせプログラム紹介～
１０月１２日、水曜日に
中央図書館で行った「おひざでごろごろ」より

ブックスタート事業開始から３年目に入り、来年度から配布
する絵本を読み聞かせの実演や座談会をして選びなおします。
申し込みお待ちしております！
◇と

き

テーマ：「おでかけ」
●ふれあい「一寸法師のとっとこ」
（昔話）
●絵
本「かたかた ぴょんぴょん」
●ふれあい「がたがたバス」
●絵
本「おにぎり」
●工
作「おにぎり」
今回の“工作”はいらない“白い紙”

◇ところ
問合せ

↓

をギュッギュッ、にぎにぎとにぎり、
三角の形にしたら、黒いガムテープを
のりの代わりにはるだけ！紙をクシャ
クシャにしながら作るので、小さなお子さんでも簡単です。
できた“おにぎり”を気に入ってもらえたようで、なんでも口
に入れたがる年頃なのか、先に読んだ“おにぎり”の絵本に影響
されてか、食べようとしているお子さんもいました。
２歳くらいのお子さんになってくると、食べるまねやさらに紙
に包んでお弁当にしてみたり、お母さんと一緒に“ごっこ遊び”
もしてくれました。色のついた紙で作ればいろんな“おにぎり“が
出来るかも！
絵本から生まれる工作。ぜひみなさんもチャレンジしてください。

『

平成２３年１１月２６日（土）
午前 1０時３０分～ 又は 午後２時～ の２部
美濃加茂市 東図書館 ２階 視聴覚ホール

中央図書館 ２５－７３１６
東図書館 ２６－３００１

職員オススメ新刊案内

～絵本編』

絵本
■『ぶつくさモンクターレさん』
サトシン/著 西村 敏雄/絵 ＰＨＰ研究所/出版
■『サイしょちょうきんきゅうしゅつどう』
サム・ロイド/作 ふしみ みさを/訳 ＢＬ出版/出版
■『さんすうサウルス』
ミッシェル・マーケル/文 ダグ・クシュマン/絵 福音館書店/出版
■『ゆきがふるよ ムーミントロール』
トーベ＆ランス・ヤンソン/著 当麻 ゆか/訳 徳間書店/出版

大型絵本（個人での貸出はできません）
■『もぐらバス』うちの ますみ/文・絵
地下にあるトンネルをバスが
行ったり来たりしている楽し
い絵本です。
※中央・東図書館にあります！

中央図書館からのお知らせ！

東図書館からのお知らせ！
一般書

～館内展示の予定～
児童（絵本）コーナー
♪テーマ『仕事のおはなし』展示

『ビブリア古書堂の事件手帖
しおりこ
～栞子さんと奇妙な客人たち』
三上 延／著
アスキー・メディアワークス／出版

１２月２７日（火）まで

将来は、どんな仕事をしているのかな？将来は何になりたい？

こしょどう

北鎌倉にある古書店「ビブリア古書堂」の

カウンター前展示
♪『税を考える週間』の展示（関税務署総務課による展示）
１１月１１日（金）～１７日（木）

１１月１４日（月）まで

♪『誰かに贈りたい本』展
手元に置いておきたくなるすてきな装丁の本や、大切な人、

店主・篠川栞子さんは、初対面の人とは口も

何かに悲しんでいる人、不思議を体験したい人など、

きけないほどの人見知り。そんな性格も古書

いろいろな誰かに贈りたくなるような本をご紹介します。

にまつわることとなると一変。豊富な知識で話が尽きないほど饒舌に

♪『津田左右吉 あなたの夢は？』

ロビー展示
♪『写真』展

１１月２２日（火）～１２月２７日（火）

なるというユニークな女性です。一方、主人公の五浦大輔は、子ども

津田左右吉没後５０年を記念し展示します。

時代本が大好きだったにもかかわらず、ある事件をきっかけに全く本

１１月２日（水）～１５日（火）まで

を読めなくなってしまったという青年。

県職員退職者写真同好会のみなさんの作品を紹介。

～読書週間の読書のお供に！～

大輔が、亡くなった祖母の遺品である、岩波書店刊行の「漱石全集・

読書週間に中央図書館では、

新書版」を持ってビブリア古書堂を訪れたことをきっかけに２人は知

手作りのリサイクルシオリを

り合います。足の怪我で入院中の栞子さんの代役として働くよう頼ま

お配りしています。

れた大輔。店へ持ち込まれる古書にまつわる謎と秘密を、栞子さんと
ちょっとした時に、

ともに解き明かしていきます。

ページの角に“ちょ

作中に登場する本が読みたくなる、本が本を呼ぶ小説です。読書の

こん！”読んだページを

秋にお勧めの１冊。

キープ！読書のお供に、

児童

おひとついかがですか？

１
１１
１月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
月

水

木

金

土

１

２

３

４

８

9
○

5
◇
12
◇
19
◇
26
◇

１０ １１

１３ １４ １５ １６ １７ １８
２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
２７ ２８ ２９ ３０
「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

『どんぐり まつぼっくり
落ち葉の
工作 BOOK』
荻原 規子／著
角川書店／出版
秋も深まり、落ち葉の季節になりました。せっかくきれいに色づい
た葉っぱや、実った木の実を見て楽しむだけでは、もったいない
ですね。
ちょっと工夫すれば色々な遊びが出来るようですよ。どんぐりで

♪『絵てがみ』展
１１月２６日（土）～１２月１０日（土）
絵てがみサークルのみなさんの心が通う絵手紙を紹介。

児童コーナー展示
♪『岐阜県ゆかりの絵本作家』展
１１月７日（月）～１７日（木）

～大型絵本を貸出しています！～
図書館では、市内で読み聞かせをしている団体に
“大型 絵本・紙芝居”を貸出しています。
大きな本なので、大勢で見ることができ視線が集まります。
絵本の世界を共有するのにピッタリですよ！
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“クッキー”
、おおきな落ち葉で“お面”、
“どんぐりでヤジロベエ”を

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 26
△

作るものや、落ち葉で“ケーキ”に“リース”などなど。

２７ ２８ ２９ ３０

図書館には秋の工作の本など他にもありますが、１０年以上前と、
現在の本では遊び方の内容や様式が違ってきているようです。昔なが
らの遊びもこの本で、もちろん紹介されていますが、読み比べてみる
と面白いです。ちょっとしたところで時代の流れを感じます。
時々の季節にしか遊べない遊びがあると思います。幸いにも美濃加
茂市は自然の多い場所です。親子で遊んで今と昔を感じてみるのもよ
いかもしれませんね。

「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

７

火

は、休館日

６

♪『暮らしの中の図書館』展

１１月１６日(水)～２９日(火)

将来の夢や仕事に関する絵本を展示します。

日

～館内展示の予定～
カウンター前展示

図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
１２月になって、今年もおおづめ！
今月は、楽しいクリスマスがありますね！みなさんの家には、
サンタさんはやってくるでしょうか！？
◇貸出日･･･１２月６日（火）、２０日（火）

１２月号 Ｎｏ．９

午前１０時～午後５時
（閲覧は貸出日以外でもできます。

『クリスマス☆会』を開催！！
中央・東図書館では、毎週土曜日に行う“読み聞かせ”の
クリスマススペシャルを行います。
普段の読み聞かせの他に、いろいろと企画しています。
ぜひ、お越しください!!
◇中央図書館◇
と き １２月１０日（土）１３：３０～
場 所 中央図書館 ２階 集会室
◇東図書館◇
と き １２月 ３日（土）
１０日（土）
１１：００～
１７日（土）
２４日（土）
場 所 東図書館２階視聴覚ホール or 1 階おはなしの部屋

入室表に人数を書いてください。
）
◇トラベルブック･･･１２月２０日（火）
◇読み聞かせ・・・１２月２０日（火）午後 1 時半頃～ボランティアによる
読み聞かせ！（保育園は、直接向かいます！）
夕方４時ごろからも読み聞かせがあるかも!?
お楽しみに!!

～特集～
★閲覧机特設コーナー
今月は１２月です。一年が過ぎました。早いものですね。
みなさんは、この一年いかがでしたでしょうか？

みなさん お楽しみに！！

テーマは“クリスマス”
≪HAPPY クリスマス≫を展示

図書館では今年もいろいろな行事を行いました。みなさんは

クリスマスと言えば、“ケーキ”に“ツリー”、そしてやっぱりサンタさ

いくつ図書館の行事に参加しましたか？１２月はもちろん

んからのプレゼント！そんな、クリスマスの絵本と関連する本を

１月もイベントを企画しています。ぜひ、お越しください！

『本の福袋』貸し出しします！！
中にどんな本が入っているかは、借りてみてからのお楽しみ！
図書館職員や特別ゲストの選んだ本が３冊入った福袋です。

紹介します！ *.:*:.｡.: 。、*・`+

詳しくは、裏面“中央図書館からのお知らせ！”にて！

さて、上の写真はいつ撮られた写真でしょう？？

～年末年始の図書館利用について～
中央・東図書館ともに

１２月２８日（水）～１月４日（水）※まで

年末年始の休館日となります。
（※詳しい休館日については、
裏面にある各館のカレンダーをご覧ください。
）

★休館中の本の返却につきましては、
図書館外の返却ポストをご利用ください。

～東図書館について～
CD・DVD・ビデオ・レプリカについては
返却ポストでの返却は出来ません。
１月５日（木）以降に、
東図書館カウンターまでお返しください。

ご迷惑をおかけしますが、
よろしくお願いいたします。

～読み聞かせプログラム紹介～
１１月９日、水曜日に
中央図書館で行った「おひざでごろごろ」より
テーマ：「秋の実」
●絵
本「どんぐりどんぐり」
●手 遊 び「やまからころころ」
●絵
本「どんどこどん」
●絵
本「おなかがすいた」
●ｴﾌﾟﾛﾝｼｱﾀｰ「おおきなかぶ」
●工
作「ひも通し」

『カルタとり大会』を開催！！（中央図書館）
「郷土カルタ」
「岐阜県方言カルタ」「ジャンボカルタ」で
カルタとり大会を開催！！みんなで楽しもう！
最後に、図書館からちょっぴりプレゼントあり!!
◇と

◇場 所
◇申込み

先の曲がる、ストローを使
えば、さらに、イモムシに
近づきますよ！
顔も書いてみよう！

今回は、テーマが“秋の実”なので
“ぶどう“にしました！
いらない紙（厚紙）に、ぶどうの絵を描いて
切り抜き、穴あけパンチで穴を開けるだけ！
そして、ストローと毛糸でイモムシを作ります。

“おひざでごろごろ”も、最近では低年齢化（？）してきたようで、
今までは２～３歳のお子さんが多かったのですが、近頃では１歳未
満のお子さんたちが、多くなってきたように思います。
今回は、エプロンシアターを行い、ピンク色のエプロンから出て
くる人形に注目が集まりました。
ただ、工作“ひも通し”は、対象年齢が若干合わず、少々難し
かったようで、形もあってか食べられてしまいました･･･。
（残念）
次回の工作は、食べても安心な工作を目指したいと思います。

き

平成２４年１月８日（日）
午後１時３０分～２時３０分
中央図書館 ２階 集会室
１２月２０日（火）までに
直接カウンター、電話、チラシの申込み用紙にて。

◇問合せ
中央図書館 ２５－７３１６
どなたでも参加できます！ぜひ、ご参加ください！

『

職員オススメ新刊案内

～クリスマス編』

■『ぞうくんのクリスマスプレゼント』
セシル・ジョスリン/作 レナード・ワイスガード/絵 あかね書房/出版
■『聖ニコラウスがやってくる』
クレメント・C.ムーア/文 ロバート・イングペン/絵 西村書店/出版
■『クリスマスのまえのよる』
クレメント・C.ムーア/詩 ロジャー・デュボアザン/絵 主婦の友/出版
■『メリークリスマスおつきさま』
アンドレ・ダーハン/著 講談社/出版
■『ぼくらのメリークリスマス 「ぼくらの」シリーズ１７』
宗田 理/著 ポプラ社/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！
一般書

～館内展示の予定～

『充たされざる者

カズオ・イシグロ／著
古賀林 幸／訳
中央公論社／出版

児童（絵本）コーナー
♪テーマ『仕事のおはなし』展示 １２月２７日(火）まで
将来は、どんな仕事をしているのかな？将来は何になりたい？

中欧のとある町。「危機」を乗り越える

カウンター前展示

ため、人々は〈木曜の夕べ〉という催しに最

♪『津田左右吉 あなたの夢は？』展 １２月２７日(火）まで
津田左右吉没後５０年を記念し展示します。

～本
本の福袋！貸し出します!!～

？

が期待をかけるなか、演目や日程さえ知らされていない彼はそれとなく

１２月２０日（火）～１月８日（日）
限定 ３０ 袋（なくなり次第終了）
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探りを入れる。しかし、出会う人々に次々とやっかいな頼みごとを持ちかけら
れて･･･。
初めて訪れたはずのその町で、出会った女性がいつの間にか妻であっ
たり、道端に棄てられたポンコツがかつての父の車だったり、長時間ドライブ
したのに最初の位置から離れていなかったり。奇妙な既視感や空間のズレ
とともに、永遠に目的地に辿り着けないのでは、という悪夢の世界に迷い込
む。叫びたくなるような不条理。何かがおかしい。そう気づいたところで、物

※貸出期間は通常通り２週間
※福袋内の３冊は、貸出冊数１０冊の中に入ります。

月

後の望みをかけていた。
世界的ピアニストのライダーは、そこで演奏をするために招かれる。町中

？
？
中にどんな本が入っているかは、
借りてみてからのお楽しみ！
図書館職員はもちろん、館長イ
チオシ本や特別ゲストの選んだ本
などなど、おすすめの本が３冊入っ
た福袋です。
種類は、
「絵本」
「小学生」
「YA(ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ)」
「一般」の４種類！

日

～館内展示の予定～
カウンター前展示
♪『地球に優しい大掃除』展
１２月１日(木)～２０日(火)
地球の未来を考えて、地球に優しい掃除ができるよう、

将来の夢や仕事に関する絵本を展示します。

◇と き
◇数 量

上・下』

重曹やクエン酸などを使ったエコで簡単な掃除方法などの
本をご紹介します

ロビー展示
♪『絵てがみ』展 １２月１０日（土）まで
絵てがみサークルのみなさんの心が通う絵手紙を紹介。
♪『いけ花』展
１２月１３日（火）～２６日（月）まで
池坊流、鈴木社中のみなさんの作品を展示。

児童コーナー展示
♪『今年度出版されたおすすめ絵本』展
１２月２０日（火）～２７日（火）
平成２３年１月から出版された絵本を紹介します。

語は一気に面白くなる。最後に救いはもたらされるのか。
実験的手法を駆使し、今までの作品イメージを覆した、ブッカー賞作家の
問題作。「読む」ことでこんなにもへとへとになった小説はこれが初めてだ。

／ ◇
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

日

『銃声のやんだ朝に』
ジェイムズ・リオーダン／著
原田 勝／訳
徳間書店／出版
クリスマスが近づき、街は色とりどりの電飾で光に満ち溢れていま
す。今年は節電の関係で、例年とはちがったイルミネーションが見ら
れるかもしれませんね。
『銃声のやんだ朝に』は、1９１４年第１次世界大戦開戦の年の、フ
ランス北東部の国境地帯にある戦場が舞台です。冒険心から志願して
軍隊に入った若者たちを待ち受けていたのは、砲弾が飛び交い、仲間
が次々と命を落としていく「戦争」の現実でした。誰もが極限状態で
戦う戦場で、クリスマスに奇跡のような出来事が起こります…。
この物語は、第１次世界大戦開戦の年に実際にあった事を題材に描
かれています。敵対する者同士の心の交流場面は、読んでいて胸が熱
くなりました。そして、今年もクリスマスが迎えられる喜びを改めて
感じさせてくれた物語でした。
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１月
7
１ ２ ３ ４ ５ ６ △
「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
☆は、「クリスマス会」
～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

「おはなしランド」（読み聞かせ）

は、休館日
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YA(ヤングアダルト)

土

図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
１月になりました、新しい年です！
みなさん、今年も北部分室に来てくださいね！
◇貸出日･･･１月５日（木）
、１７日（火）

読み聞かせ！（保育園は、直接向かいます！）
夕方４時ごろからも読み聞かせがあるかも!?

うか？楽しみですね！

くさん！「紙飛行機工作」の体験が出来る日もありますよ。
（詳しくは図書館通信来月、２月号にて！）
みなさん、図書館通信や図書館ホームページをチェック！
行事の詳細がわかりますよ！よろしくお願いします！

～図書館利用について～
なぜ？！DVD・ビデオのギモン！！
みなさん、不思議に思ったことありませんか？

「館内でしか見られない DVD・・・
なぜ貸出できないの？！」
ちゃんと、貸出できない理由があります。
例えば自分の作品が、知らないうちに勝手に色々な所で使
われていたら、嫌ですよね？「作品など、作った人の権利を
守る法律」のことを「著作権(ちょさくけん)法」といいます。
☺貸出できる DVD・ビデオは、著作権法により、多くの人、いろい
ろな人が見ても良いように“許諾（許可）”されたものです。許可

お楽しみに!!

～特集～

お店でよく見る DVD 等は図書館では貸出できないからです。
さらに・・・
貸出できる DVD は著作権料が含まれており、市販価格よ
りも高額です。∑(￣ []￣；)!・・・大切にあつかってくださいね。

◇テーマブック：『KAGEROU』齋藤 智裕／著 ポプラ社
◇と き
平成２４年２月１２日（日）
午前１０時～１２時
◇場 所
中央図書館 ２階 集会室
◇申込み
２月５日(日)までに直接または
電話で中央図書館へ
◇問合せ
中央図書館 ２５－７３１６

みなさんの、“書いた”または、“もらった”年賀状を大募集！
「おもしろい」「かわいい」「きれい」などの自慢の年賀状を発表しま
せんか？昔もらった、思い出の年賀状でも、かまいません！
ご応募お待ちしております！

『
～読み聞かせプログラム紹介～
１２月に行なった、中央・東・北部分室でのクリスマスの読み
聞かせ風景をご紹介します！普段にはないプログラムで、
“劇”
あり“工作”ありで、各館とも、とても大盛況でした！
←中央図書館にて
“かも丸”も参加していました･･･。
劇ありペープサートありの内容盛り
だくさんでした！
･･･“かも丸”は東図書館にも来てい
ましたね･･･！

DVD を購入して貸出をしています。

原則、現物弁償です。ただ、お近くのお店で新しく同じ DVD を

読書が好きな人同士の輪を広げる良い機会です。本が好きな人、
テーマブックや作者に興味がある人はお気軽にご参加ください。

募集します！（詳しくは北部分室にあるチラシをみてね！）

されていないものは貸出できません。

購入しないでください！まずは、貸出館（東図書館）に相談を！

『読書サークル協議会
～読書交流会』を開催！！

★閲覧机特設コーナー

東図書館は、そんなちょっと特別な“貸出できる”

ちなみに・・・
「もしも、図書館で借りた DVD を壊してしまったら？」

平成２４年１月８日（日）
午後１時３０分～２時３０分
◇場 所
中央図書館 ２階 集会室
図書館からプレゼントあり！ぜひ、ご参加ください！

入室表に人数を書いてください。
）

き

◇トラベルブック･･･１月１７日（火）

今年は、辰（たつ）年です。どのような年になるのでしょ

１月に『カルタとり大会』をはじめ、２月には行事が盛りだ

◇と

（閲覧は貸出日以外でもできます。

◇読み聞かせ・・・１月１７日（火）午後 1 時半頃～ボランティアによる

さて、図書館は年が明けてもイベント・行事を企画中！

「郷土カルタ」
「岐阜県方言カルタ」
「ジャンボカルタ」で遊ぼう！

午前１０時～午後５時

Ｈ２４年１月号 Ｎｏ．１０

あけまして おめでとうございます！
今年も一年よろしくお願いいたします！

『カルタとり大会』を開催！！（中央図書館）

若い人に贈る読書のすすめ

※所蔵のない本もあります。カウンターまでお尋ねください。
◆県庁おもてなし課
◆困ってるひと
◆下町ロケット
◆ふむふむ─おしえて、お仕事！
◆大人の流儀
◆アハメドくんの いのちのリレー
◆子どもにかかわる仕事
◆世界を変えた 10 冊の本
◆友達がいないということ
◆神様の女房
◆今日も森にいます。東京チェンソーズ
◆13 歳からの論理トレーニング
◆働く君に贈る 25 の言葉
◆どこからも彼方にある国

東図書館にて↑
“にじのおはなし広場”がいっぱい
に！みんなお話に聞き入って
いました。
三和保育園（北部分室）にて →
伊深保育園との交流会にて、クリスマスカードや
“こま”などプレゼントもしました。
ボランティアさんの読み聞かせを聞きに、またおこしくださいね！

一覧

～読書推進運動協議会より』

◆五感で学べ
◆３・11 心に残る 140 字の物語
◆図説 本の歴史
◆死ぬまで仕事に困らないために
20 代で出逢っておきたい 100 の言葉
◆風を見にいく
◆家族の歌
◆「また、必ず会おう」と誰もが言った。
◆サムライブルーの料理人
◆大学生のための「社会常識」講座
◆心を整える。

有川 浩
大野 更紗
池井戸 潤
三浦 しをん
伊集院 静
鎌田 實
汐見 稔幸（編）
池上 彰
小谷野 敦
髙橋 誠之助
青木 亮輔／他
小野田 博一
佐々木 常夫
アーシュラ・Ｋ・
ル＝グィン
川上 康介
内藤 みか
樺山 紘一（編）

角川書店
ポプラ社
小学館
新潮社
講談社
集英社
岩波書店
文藝春秋
筑摩書房
ダイヤモンド社
徳間書店
ＰＨＰ研究所
ＷＡＶＥ出版

千田 琢哉

かんき出版

椎名 誠
河野 裕子／他
喜多川 泰
西 芳照
松野 弘（編著）
長谷部 誠

光文社
産経新聞出版
サンマーク出版
白水社
ミネルヴァ書房
幻冬舎

あかね書房
オレンジページ
学研パブリッシング
河出書房新社

中央図書館からのお知らせ！

東図書館からのお知らせ！
一般書

～館内展示の予定～

『ぶらんこ乗り』

児童（絵本）コーナー

いしいしんじ／著

理論社／出版

♪テーマ『龍、恐竜絵本』展示
「ぼくは、どうぶつのこえとおねえちゃんの

１月５日（木）～１月２４日(火）まで

わらいごえ、あっちがわへこっちがわへと

今年の干支「辰（たつ）」にちなんで、展示します。

ゆれているぶらんこみたいなものなんだ」

カウンター前展示

「私」には弟がいた。ぶらんこが好きで、つくりばな

♪『成人の日の展示』展

しが得意。声が出せないけど、動物と会話ができる偏屈もの。天使みたいな

１月７日(土）～２２日（日）まで

天才。この物語は、そんな弟の残したノートを「私」が開いたことから始まる。

フレッシュなあなたに贈る本をご紹介します。

ノートには、嘘か本当か分からないような動物たちのおはなしに混じって、こ
の世に必死でつかまろうとしていた弟がいた。いつも、ぶらんこの木の上で、

木

金

土

２

ネコの作品と仏画的イラストを紹介します。

加茂川町在住の佐光敏子さんの作品を展示。

児童コーナー展示
♪『絵本の鬼大集合』展
１月２３日（月）～２月２日（木）

いない気がする。ぜひ、読んで実感してほしい。

３

「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

マイク・セイラー／著
今江 祥智／訳 偕成社／出版

１
１月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
日

読み聞かせに向く絵本で、左開き、セリフは
“ひらがな”と“カタカナ”だけです。
主人公は、さまざまな職業に挑戦します。こ
の挑戦の過程が、絵本の王道である「繰り返しの楽しさ」であり読者
は“次はどんな仕事？”
“これはどんなオチ？”とページをめくらずに
はいられません。
この主人公の姿に託す作者のメッセージは題名通り、
「ぼちぼちいこ
か」、「うまくいかないことがあっても思いつめずに、一休みしながら
人生を歩いて行きましょう」ということでしょう。しかし、幼児であ
れば笑って楽しむだけかもしれませんが、ストレスを感じている大人
にはホッと一息つかせてくれそうな気がします。

月

火

水

木

金

土
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29 30 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

関西弁のセリフが絶妙で、作者のメッセージをユーモラスに表現し
ています。この本の原題は“WHAT CAN A

HIPPOPOTAMUS

BE？”です。これは直訳すると「カバは何ができるか？」ということ
になってしまいます。それを著者のセンスで、本の内容から「ぼちぼ
ちいこか」にしたことで、より親しみやすくなったと思います。

～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
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１

市内在住の林伸恵さんの色とりどりのあざやかな、

『ぼちぼちいこか』
は、休館日

水

１月１１日（水）～２４日（火）

絵本

１
１月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
火

♪『虹のスペクトル』ちさとイラスト展

鬼のでてくる絵本を紹介します。

１月８日（日）まで
残り ３ 袋（なくなり次第終了）

月

ロビー展示

ような愛おしい物語。心がしんとするようでいて、最後にどっと感情があふれ

この作品について、語ろうとすればするほど、肝心なことは何一つ語れて

残りわずか！ぜひお越しください！

日

今年の干支“辰（龍）”にちなんだ本を紹介します。

１月３１日（火）～２月１３日（月）まで

魔法。

◇と き
◇数 量

１月１１日(水)～２４日(火)

荒井良二のかわいらしい装丁とともに、なんだかぎゅっと抱きしめたくなる
てしまいそうな衝撃がある。それは、絶望の果てにある、弟がくれたやさしい

中にどんな本が入っているかは、借りてみてからのお楽しみ！

♪『干支に関する展示』展

♪『書と刻字』展

何とも繋がっていない一人きりの怖さに怯えながら。

～本
本の福袋！好評貸し出し中!!～

～館内展示の予定～
カウンター前展示

図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
２月になりました、今月はみなさんから応募いただいた
自慢の年賀状を展示します！ぜひ、見に来てくださいね！

Ｈ２４年２月号 Ｎｏ．１１
図書館通信の“イベント・講座ご案内”欄をご覧ください!！
まだまだ寒いですが所々で“春”を感じる季節になってきまし

◇貸出日･･･２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。
・入室表に人数を書いてください。
◇トラベルブック･･･２月２１日（火）
◇読み聞かせ・・・２月２１日（火）午後 1 時半頃～
貸出日の夕方 4 時ごろ～

たね。さて、みなさんは２月といったら何を思い浮かべますか？
今月の図書館はイベントが盛りだくさん！

～特集～

ぜひ、ご参加ください！

★閲覧机特設コーナー
テーマは《春よこい》

～第１４６回 芥川賞・直木賞～
受賞作品と候補作品！！
1 月に、平成２３年度下半期の「芥

まだ寒い時期が続きますが、いち早く春を先どり！春を感じる絵本
や関連する本を展示します。
←円城 塔／著
『道化師の蝶』

川龍之介賞」「直木三十五賞」が決定
しました。候補にあがっていた作品と

～北部分室ボランティアの名前が決まりました！～
名前は北部分室ボランティア《ほたるん》です！

の『道化師の蝶』と田中慎弥さんの

『共喰い』が受賞作となりました。そして、略して“直木賞”
は無名及び中堅作家による大衆小説に贈られる賞のことです。
今回は、葉室 麟さんの『蜩ノ記』が受賞作とな
りました。上半期には“直木賞”に八百津町出身
の池井戸 潤さんの『下町ロケット』が受賞作と
なったのが記憶に新しいところですね。
（“芥川
賞”は上半期受賞作なし）貸出を希望さ
↑葉室 麟／著
『蜩ノ記』

れる方は、一度、図書館カウンター・

ネットで、貸出状況等をご確認ください！

直木賞候補作品

↑池井戸 潤／著

・「城を噛ませた男」伊藤 潤／著
『下町ロケット』
・「春から夏、やがて冬」歌野 晶午／著 芥川賞候補作品
・「きなりの雲」石田 千／著
・「夢違」恩田 陸／著
・「まちなか」広小路 尚祈／著
・「ラブレス」桜木 紫乃／著
・「七月のばか」吉井 摩弥／著
・「コラプティオ」真山 仁／著

～東図書館に新着 DVD！～
東図書館では、新しく購入した DVD が、みなさんに貸出できる
ように現在準備中です！
いつも、さりげなく新しい DVD は東図書館の棚に増えています！
CD も近々増える予定です。楽しみにお待ちください！
※貸出できる DVD は大変高額です。取り扱いにはご注意を！

◇テーマブック：『KAGEROU』齋藤 智裕／著
◇と き
平成２４年２月１２日（日）
午前１０時～１２時
◇場 所
中央図書館 ２階 集会室

■『～大空への夢～野口常夫展と
クラフト飛行機工作体験』を開催！！
航空工学の第一人者で太田町出身の野口常夫氏から寄贈いただ
いた貴重な図書資料の展示とクラフト飛行機の工作を行ないます。

たる”の“ぽっ”と光が灯るような、やさしい読み聞かせを目指します！

◇場
◇対

所
象

～読み聞かせプログラム紹介～

◇定
員
◇材 料 費
◇そ の 他
◇申 込 み

三和町と言えば、「ホタル」ということで、この名前に決まりました。“ほ

１月７・１４・２１日の土曜日
東図書館で行った「にじのおはなし広場」より
ボランティアさんの感想とともにご紹介します！
読み手も、聞き手も楽しいのが一番ですね！
ボランティアの手
1 月７日
作り紙芝居が大好
●紙 芝 居「はなみずちゅるる～ん」
●絵
本「てんさらばさら てんさらばさら」 評でした。昔話の長
いお話でも“じっ
●絵
本「おふろでぽっかぽか」
と”聞いてくれまし
●紙芝居(手)「おとどけものでーす」
た。
●絵
本「てぶくろ」
1 月１４日
長いお話でも、静かに ●絵 本「たまごをコンコン」
聞いてくれました。ク ●絵 本「にんじん、ごぼう、だいこん」
イズ形式の絵本の問い ●絵 本「もちづきくん」
かけには元気よく答え
●絵 本「花さかじいさん」
てくれて、一緒に楽し
●絵 本「たまごの赤ちゃん」
むことが出来ました。
●絵 本「ザボンじいさんのカキの木」
1 月２１日
●絵
本「ゆきのはな」
人数は、あまり多く
●紙 芝 居「おはよう あそび」
ありませんでした
●絵
本「ねえ どっちがすき」
が、大型絵本や「ぼ
●絵
本「バムとケロのにちようび」
ちぼちいこか」は
●大型絵本「どうぶついろいろかくれんぼ」
みんなで楽しむこ
●絵
本「ぼちぼちいこか」
とが出来ました！
●大型絵本「せんろはつづく」

ポプラ社

参加料無料です。この機会に一度お越しください！

き

略して“芥川賞”は純文学における
田中 慎弥／ 著→
『共喰い』

読書が好きな人同士の輪を広げる良い機会です。本が好きな人、
テーマブックや作者に興味がある人はお気軽にご参加ください。

◇と

ともにご紹介します。
新人作家に贈られ、今回、円城 塔さん

■『読書サークル協議会
～読書交流会』を開催！！

平成２４年２月１８日（土）
午後１時３０分～２時３０分
中央図書館 ２階 集会室
小学校３年生以上の児童
（親子でも、大人の方だけでも参加できます）
３０組（先着順）
３００円／人（飛行機工作代）
持ち物：はさみ・のり など 、汚れてもよい服装
チラシの申込用紙・電話・直接

科学や航空工学に興味のある方、ぜひご参加ください！

問合せ

中央図書館 ℡０５７４－２５－７３１６

『図書館利用者と職員の懇談会』
を開催！！
図書館では、利用者のみなさまと図書館職員が直接語り合い、
ご意見・ご要望をうかがう「図書館利用者と職員の懇談会」を
開催します。
◆とき ・ところ
平成２４年２月２６日（日）
●午前１０時～１２時 中央図書館 ２階 集会室
●午後 ２時～ ４時 東図書館 ２階 視聴覚ホール
◆図書館側出席者
図書館長、職員
◆申込み
当日会場受け付け
いただいたご意見・ご要望は、今後の図書館運営に活かしていきます。
ぜひ、ご参加ください。
問合せ

中央図書館 ℡０５７４－２５－７３１６
東図書館 ℡０５７４－２６－３００１

中央図書館からのお知らせ！

東図書館からのお知らせ！
“職業体験”に来ていた生徒さんオススメです！

一般書

～館内展示の予定～
カウンター前展示

～館内展示の予定～
カウンター前展示

『パズル』
山田 悠介／著
角川書店／出版

♪『野口常夫』展
２月４日(土）～１８日（土）まで
野口常夫氏から寄贈された本をご紹介、展示します。

児童（絵本）コーナー
♪テーマ『むかしばなし』展示

♪『見えないものたち』展
２月１４日(火)～２８日(火)
目に見えないが、どこかにいるかもしれない小人や

「超有名進学校が武装集団に占拠された。

妖精、幽霊、空想上の生き物たち。そんなものたちが

人質となったのは教師。生徒達は教師を

出てくる本や、関係のある本を紹介します。

助けるために、48 時間以内に校内にまかれた 2000 ものピースを探

２月２８日(火）まで

しだし、パズルを完成させなければならない。
」という話です。

みなさんは“むかしばなし”いくつ知っていますか？

読んでいくうちにドキドキしてきます。ぜひ読んでみてください。

いろいろな“むかしばなし”の絵本をご紹介します。

以前にも頂いた、折り紙の“鶴”や
“金魚”を再び、毎月の宅配サービス先、

『王様ゲーム』
金沢 伸明／著
双葉社／出版

“ケアハウス飛騨川”入所

ある日の夜中 0 時にとつぜん王様からの

者の方から頂きました。

メールがきて、王様の命令にしたがわな

とてもご高齢の方ばかりですが、手先が大変器用

ければ罰があたえられる、ホラー小説。

りました！しばらく中央図書館に展示します。
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～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

“美写会”のみなさんの写真を紹介します。

児童コーナー展示
♪『ナンセンス絵本』展

ちょっとおかしくて面白い絵本を紹介します。

児童（ヤングアダルト）

『妖怪アパートの幽雅な日常』シリーズ
香月 日輪／著
講談社／出版
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高校入学を機に、一人暮らしを
はじめた夕士。奇妙なアパート
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かわった「住人」たちだった。

『カラフル』
森 絵都／著
理論社／出版

「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

２月１６日（木）～２８日（火）

「おめでとうございます。抽選に当たり
ました！」という天使の声とともに、死
んだはずのぼくの魂は、小林真の身体に
ホームステイ。
ちょっと悲惨な家族や、一風変わった友だちに出会います。やりな
おしの青春を描くハートウォーミング・コメディ。

26 27 28 29
「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

６

水

は、休館日

５

火

市内在住の佐光敏子さんの作品を展示。
♪『四季折々の写真』展

２月１５日（水）～２３日（木）まで

で驚きです！今回は、新しいデザインのものもあ

月

♪『書と刻字』展
１月３１日（火）～２月１３日（月）まで

～再
再び頂きました!!ありがとうございました～

日

ロビー展示

図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
３月卒園・卒業の季節になりました、今月は第３週の貸出日が
いつもと違います。みなさんご注意ください！

Ｈ２４年３月号 Ｎｏ．１２

本にＣＤ・ＤＶＤ…ｅｔｃ大丈夫ですか？
返し忘れありませんか？？

◇貸出日･･･３月６日（火）
、２１日（水）
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･･･３月２１日（水）

赤ちゃんに絵本なんて早すぎる？
ブックスタートでもらった絵本だけど、どうしたらいいのかわか
らない…。富佐子おばあちゃんから、絵本を通した赤ちゃんとの
ふれあいについて聞いて見ましょう。
◇講 師
◇と き

◇読み聞かせ・・・３月２１日（水）午後 1 時半頃～

～特集～

３月は、卒業や入学の準備、転勤、引越しなど、

★閲覧机特設コーナー

あわただしい季節です。そこでみなさん！

テーマは、引き続き 《春よこいこい》

ちょっと思い出してみてください。

まだ寒い時期が続きますが、いち早く春を先どり！春を感じる絵本

『本の返し忘れは、ないですか？』

や関連する本を展示します。
★壁面には・・・

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、

問合せ

“年賀状”展示中

～図書館利用について～
４月から東図書館の休館日が変わります！
４月から、これまで第 3 日曜日を中央図書館・東図書館の

ぜひ、見に来てくださいね！

『東日本大震災から 1 年
美濃加茂から祈りを捧げ、被災地を想う会』

２月８日（水）に中央図書館で行った
乳幼児向けおはなしランド
「おひざでごろごろ」より

２.絵

本「どーこだどこだ」

３.絵

本「でてこいでてこい」

東図書館

毎週月曜日、第３日曜日、毎月最終水曜日
毎週金曜日、第１日曜日、毎月最終水曜日

※毎月最終水曜日は、“図書整理日”による作業のため両館
とも休館します。
ち・な・み・に☺
３月まで、試行期間だった、
「貸出冊数１０冊」
（全館共通）
についてですが、４月からも１０冊借りることができます！
みなさん、本を借りに来てくださいね!! (o^∇^o)ﾉ

？

今回の内容は･･･
１.手袋人形「めんどりさん」

中央図書館

ハコの中には何がいるかな？

テーマ：「かくれんぼ」

館を利用していただくために、東図書館の休館日を

４月からの休館日

開催！

～読み聞かせプログラム紹介～

共通の休館日としてきましたが、より多くのみなさんに図書

第１日曜日に変更します！

中央図書館 ０５７４－２５－７３１６
東図書館 ０５７４－２６－３００１

みなさんから、募集したステキな年賀状を展示中です。

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。

みなさんご協力お願いします！！

◇場 所
◇対 象
◇受講料
◇申込み
◇その他

この機会に一度お越しください！

図書館までお知らせください。美濃加茂市に隣接する市町村以外

新たな気持ちで、新年度を迎えるため、

渡辺 富佐子さん（太田町在住 元中部学院大学講師）
平成２４年３月２４日（土）
午後２時３０分～４時３０分（受付午後２時から）
美濃加茂市東図書館 2 階 視聴覚ホール
“赤ちゃん絵本”に興味のある方
無料
中央・東図書館へ直接または電話にて
託児あり（託児申込締切 ３月１５日まで）

貸出日の夕方 4 時ごろ～

今年度ものこすところわずかとなってきました。

新年度のために、部屋の掃除もかねて、じっくり

『～心を言葉にのせて～赤ちゃん絵本講座』を開催！

いろんなキャラクターでチャレンジ

４.紙 芝 居「なんかなんかあるよ」
５.わらべうた「おにさんのるすに」
６.絵

本「まめのかぞえうた」

７.工

作「びっくりばこ」

紙で作る
“バネ”を
利用しま
した。

ヒモを
引っぱると
ヒヨコが
かくれるよ！

Ò

今回は、１歳未満のお子さんたちの参加でした。最近では参
加者の低年齢化が進んでいるようで、絵本や遊びの内容を変更
していかなければならないと思う今日このごろです。
さて、“おひざでごろごろ”の内容を考えるとき、お子さん
たちに楽しんでもらえる事を考えるのが一番ですが、お母さん
たちも楽しんでもらうのも重要です。“おひざでごろごろ”で
出あったお母さんたちが友達になれるような内容プログラム
を考えていきたいと思います。

東日本大震災からちょうど 1 年をむかえる“３月１１日”のその時を、
みんなで祈りを捧げ、被災地のことを考えてみませんか？
美濃加茂市から被災地へとむかい活動を行なってきたボランティア
による話が直接聞けます！
テーマ ： 『災害ボランティアに行った私たちが伝えたいこと』
内 容 ： １部 震災から今までの現地活動で学んだ事
2 部 機動力に富んだ災害ボランティア活動とは、
実例報告と今後
２時４６分～ 黙祷
◆と
き
◆と こ ろ
◆参加団体

平成２４年３月１１日（日） 午後 1 時３０分～午後 3 時
東図書館 ２階 視聴覚ホール
ボラバスねっと・かにかも、ＫＩプロジェクト、
みのかもままネット、牧野イベント実行委員会、
高校生ボランティア桜ライン３１１

参加無料、どなたでも参加できます。
将来を担うお子さんも一緒に、ぜひご参加ください。
問合せ

東図書館 ℡０５７４－２６－３００１

同時開催！！
中央・東図書館にて、震災から１年を
振り返り、展示を行ないます。
各館からの、「～館内展示予定～」をご確認ください！

中央図書館からのお知らせ！

東図書館からのお知らせ！
絵本

『いちごばたけのちいさなおばあさん』

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー
♪『2011.3.11 本で振り返る 東日本大震災から１年』展

わたり むつこ／著

～館内展示の予定～
カウンター前展示
♪『H23 年度の

福音館書店／出版

３月８日(木）～２５日（日）まで

ベストリーダー＆ベストリクエスト』展
３月７日(水)～２７日(火)

東日本大震災から 1 年を迎え、震災に関連する本を展示します。
いちごってどうして赤いんだろう。まだ小さ

♪『生け花』展

な粒の頃はあんなに青かったのに、いつの間

３月２９日(木）～４月１日（日）まで

H２３年度（下半期 10 月～3 月）のリクエストの多かった本、
貸出の多かった本をご紹介します。

にか赤くなっている、って不思議に思った

福田社中。美しい花の世界を展示します。

ことはありませんか？じつは、いちご畑の下

児童（絵本）コーナー

に住んでいるちいさなおばあさんがこっそり

♪テーマ『入園入学の準備に』展示

と…。それは、ちいさなおばあさんのとてもとても大切な仕事なん

ロビー展示
♪『東日本大震災災害ボランティア活動写真』展
３月７日（水）～２０日（火）まで

３月１日(木）～

です。畑の下、階段をなんと１００段も降りたところに住んでいるお

市内在住ボランティアが現地で支援活動をしたようすを提供

期待と不安がいっぱいの“入園・入学式”に関する本を展示！

ばあさんは、いちごの色を赤くするための仕事場と畑をなんと１００

いただいた写真にて展示します。

～大空への夢～

２月１８日（日）中央図書館で開催

０回も往復して、畑じゅうのいちごをすべて赤くしたのです。おばあ
さんがどうやっていちごを赤くするかは本を読んでみてくださいね。

野口常夫先生の講演とクラフト紙飛行機作り 報告！

雪解けのこの季節、ちいさなおばあさんのことを想像しながら、甘く

大人も子どもも、楽しいひとときを
過ごしました。最後は図書館２階から

て美味しい真っ赤ないちごをたくさん食べたいです。

作成した飛行機を飛ばしました！
※図書館ホームページ（ｲﾍﾞﾝﾄﾚﾎﾟｰﾄ）で写真を

人類が滅びたあとに築かれ
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春におすすめの絵本を紹介します。

『カッシアの物語』
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が支配し決定する管理社会で
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もあった。
毎日の食事から職業、結婚相手、そして死でさえも。１７歳の少女カッシアの
結婚相手として決められたのは、理想の相手ザンダー。ところが、結婚相手
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◇
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いて...。

「おはなしランド」（読み聞かせ）

完璧に計算された平穏な人生と自ら決断する

／ ◇
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

アリー・コンディ／著
プレジデント社／出版

人生の狭間で、＜ソサエティ＞の実態に気付き
始める。少女はどう動くのか。いわゆる”ディストピ
アもの”だが、ラブストーリーとしても楽しい。この
作品の寂しさや痛みを、表紙のカッシアの表情
や不気味なほど静かな文体からも感じる。
全３部作で、第２部は国内では夏に刊行予定。映画化も決定している。
今のうちにぜひ。

４

５

６

７

「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

５

火

３月２０日（火）～３１日（土）まで

た＜ソサエティ＞。そこは一見

は、休館日

４

月

♪『心もふんわり 春の絵本』展

児童（ヤングアダルト）

掲載中。2 月２２日岐阜新聞にも掲載されました。

日

児童コーナー展示

