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いこいのほんだな
新しい環境には、慣れましたか？
ちょっと一息、北部分室で本を読んで見ませんか？
◇貸出日･･･４月３日（火）
、１７日（火）
午前１０時～午後５時

Ｈ２４年４月号 Ｎｏ．１３

・閲覧は貸出日以外でもできます。

４月です！今年度もよろしくお願いします！
さて、４月といえば「こども
の読書週間」と４月２３日の

・入室表に人数を書いてください。

◇読み聞かせ・・・４月１７日（火）午後 1 時半頃～
貸出日の夕方 4 時ごろ～

す。図書館では、記念行事

◇ところ

平成２４年４月２１日（土）
午後１時３０分～２時３０分
美濃加茂市中央図書館 ２階集会室

参加料・申込み不要、どなたでも参加できます。

■『親子で知ろう！図書館を上手に使う方法』

として、イベントを企画して

～特集～

います。 ぜひ、図書館に

★閲覧机特設コーナー

“司書”による図書館を使いこなす術をお教えします！

お越しください！

テーマは、 《花U花》

◇と き

（※詳細は、「イベント・講座ご案内！」をご覧ください。）

音楽を聞きながら読書はいかが？
東図書館では、多彩なジャンルで新しいＣＤが加わりました！
きになる“ＣＤ”はありますか？ぜひ、借りに来てくださいね！
・「Best Hit Akg」 （ASIAN KUNG-FU GENERATION）
・「１９６９」 （由紀さおり & Pink Martini）
・「Hands All Over ＋２」 （Maroon 5）
・「０歳からの育脳クラシック」
・「THE BEST OF BIGBANG」 （BIGBANG）
・「しあわせソングス★はじめまして、ミゲルです」 （Miguel Guerreiro）
・「Re:Package feat 初音ミク」 （livetune）
・「MUSICMAN」 (桑田佳祐)
・「日本聴こう！こころの童謡」
・「言葉にできない～小田和正ベストカバーズ」
・「ベスト・オブ・ラン・ラン」 （ランラン）
・「ヴァイオリン名曲集」 （パールマン／サンダース）
※ＣＤ（視聴覚資料）の貸出・返却は東図書館のみの取り扱いです。

～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！
第 3 日曜日の中央図書館・東図書館共通の休館日を、より
多くのみなさんに利用していただくために、変更します！
４月からの休館日（中央図書館の休館日変更はありません）
東図書館

いつもの“おはなしランド”と坂祝町で活動している“おおきな
き”のメンバーのみなさんとのコラボです！
◇と き

◇トラベルブック･･･４月１７日（火）

「子ども読書の日」がありま

「子ども読書の日」記念行事を開催します！
中央図書館
■『おはなしランド＋おおきなき sakahogi』

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。

◆４月からも「貸出冊数１０冊」（全館共通）です！
みなさん、本を借りに来てくださいね!! (o^∇^o)ﾉ

暖かい季節になって、いろいろな草花が咲く季節になってきまし
た。ガーデニング・アレンジフラワーなどなど“花”に関連する本・
絵本をご紹介します。
期間 ： ５月ごろまで

◇ところ
◇定 員
◇申込み

平成２４年４月２２日（日）
午後１時３０分～２時１５分
美濃加茂市中央図書館 ２階集会室
２５組
４月２１日（土）までに、直接または電話で

参加無料、どなたでも参加できます。

～読み聞かせプログラム紹介～
３月１４日（水）に中央図書館で行った
「おひざでごろごろ」より

あなただけの絵本を作ってみませんか？
手作り絵本サークル「くるみの会」と一緒に、絵本作りを
楽しみましょう。

テーマ：「春をさがしに」
今回の内容は･･･
１.手 遊 び「つくしのわらべうた」
本「くまとりすのおやつ」

３.絵

本「こんにちは」

４.手話の歌「おはながわらった」
５.絵

本「おでかけばいばい」

６.う

た「ちいさなにわ」

７.工

作「花のかざぐるま」

詳しくは、
「中央図書館からのご案内」をご覧ください。

東図書館
■『手づくり絵本教室』

乳幼児向けおはなしランド

２.絵

■『本の福袋セット貸し出し』

◇と き

ストロー、つまよう枝
ち ょっ と厚 めの 紙が
あれば作れます。
よく回りますよ！

今回は、久しぶりに８組という大
人数の参加で、ほぼ全員が１歳未満

◇ところ
◇定 員
◇申込み

平成２４年４月２２日（日）
午前１０時～１２時
美濃加茂市東図書館 ２階視聴覚ホール
２０名（先着順）
４月１８日（水）までに直接または電話で

参加無料、どなたでも参加できます。
ぜひ、みなさんこの機会にお越しください！！

問合せ

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

ほどのお子さんたちでした。絵本を
見せるのが少々難しかったです。
普段、早口になってしまうので、

図書館のイベント情報をメールでお届け!!

ゆっくり読むことに意識を集中し

美濃加茂市では、“子育て情報”など、暮らしに直接

た今回でした。やっぱり、大人数になればなるほど、気づかぬ

結びつく情報を「すぐメールみのかも」にてお届けし

うちに緊張します。みなさんに、楽しく参加してもらえるよう、
がんばりたいと思います。

ています！（登録は無料です。）

minokamo@sg-m.jp

←コチラからでも登録できます

↑コチラからどうぞ

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

『くまたくんのおるすばん』

～館内展示の予定～

渡辺 茂男／著
あかね書房／出版

カウンター前展示コーナー
♪『図書館で本屋大賞』展
４月６日（金）～２４日（火）

「子ども読書の日」「こどもの読書週間」記念展示
♪『図書館を上手に使おう！』展

当館の図書館カードのデザインはこの

いよいよ発表が４月 10 日（火）にせまった“2012 年本屋
大賞”。過去の大賞受賞作・ノミネート作品を展示します！

４月２２日(日)～５月１３日(日)

絵本の中からいただいています（注１）
。
よく見てください。ちゃんと、書いてあるでしょ。まだ持っていな
い子は、図書館で作ってください。さて、お母さんがお出掛けの間、

★「子ども読書の日」「こどもの読書週間」記念!!★
♪『本の福袋セット貸し出し』展

くまたくんはお父さんとお留守番です。お父さんと息子のお留守番

４月２８日(土）～５月１３日（日）

は、体を使った遊びや創意工夫がいっぱい。素敵な時間を過ごせた

※なくなりしだい終了します。

ようです。

１２月末にかけて行った“本の

（注１）紛失し、再発行するとくまたくんのデザインではなくなります。

児童

今回は、「子ども読書の日」

『晴れた日は図書館へいこう』
緑川 聖司／著
小峰書店／出版

↑2011 年 12 月に行なった福袋貸出のようす。

「こどもの読書週間」に関連して、

絵本や児童書を中心に貸し出しをします！

しおりは本が大好き。図書館では本の背表紙

児童（絵本）コーナー

を眺めながら適当に歩き回って思いがけない

♪テーマ『世界のむかしばなし』展
３月２９日（木）～４月２４日（火）
世界には“むかしばなし”がいっぱい！いろんなおはなしをご紹介！

４
４月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
月

火

水

木

金

４

４月３日（火）～１７日（火）
市内在住の中島利文さんの作品を展示します。

４月２４日（火）～５月８日（火）
「Ｈｏｍｅ Ｌｉｖｅ」のみなさんの作品を展示します。

児童コーナー展示
♪『アンデルセン特集』展
４月２日（月）～１２日（木）

出会いを求めます。常連さんだから、図書館

４月２日のアンデルセンの誕生日を記念してアンデルセンの

にまつわるトラブルにもよく遭遇します。お

絵本をご紹介します。

話しを楽しみつつ、図書館がどんなところかわかるのがお薦めポイ

５

の約束は変わりませんからね。☆中央図書館の子ども読書の日記念

日

月

い本との出会い、そして人との出会いをプレゼントできたらいいな

１

２

と考えられた企画です。そして「図書館の上手な使い方の講座」で

８

９

行事で行う、本の福袋セット貸出は、歩き回らないけど思いがけな

は、このお話に負けないよう図書館のことを知ってもらえたらなと

22 23 24 25 26 27 28
◇

思っています。是非参加してね。

29 30

一般書

「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

４
４月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

『パパの危機管理ハンドブック』
安藤 哲也／著
ホーム社／出版

火

水

木

金

土

7
△
10 11 12 13 14
△
３

４

５

６

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

「危機管理」この４文字を嫌わないでくだ
さい。あなたとあなたの家族が、安全にそし
て幸せに、笑顔で暮らすためのヒントがこの本の中にあります。
力まず肩の力を抜いて気楽に読んでください。これからの家庭生活、
子育ての参考、そして自分自身のために。

～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

３

♪『中島利文 絵画』展

ップシークレット」
「図書館ではさわがない」など公共図書館として

土

は、休館日

２

ロビー展示

ントです。
「図書館の利用は原則無料」「誰がどの本を借りたかはト

7
６ ◇
８ ９ 10 11
○ 12 13 14
◇
15 16 17 18 19 20 21
◇
１

図書館の利用方法を詳しく、わかりやすく、説明します！

♪『ペーパーハンドクラフト』展

福袋”を好評により第２弾！

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
５月になって、さわやかな季節になりました！
川のせせらぎを聞きながら、読書はいかがですか？

読書サークル協議会～『読書交流会』を開催！
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のある人は、お気軽にお越しください。

◇貸出日･･･５月１日（火）
、１５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･･･５月１５日（火）

Ｈ２４年５月号 Ｎｏ．１４
気持ちの良い季節になりました
みなさん！本、読んでますか？

～テーマブック～
『下町ロケット』
（第１４５回直木賞受賞）
池井戸潤／著（県立加茂高校出身） 小学館／出版
◇と き

◇読み聞かせ・・・５月１５日（火）午後 1 時半頃～

新しい生活には慣れましたか？ちょっと一息、

貸出日の夕方 4 時ごろ～

◇場

図書館に足を運んでみましょう！
★閲覧机特設コーナー

「こどもの日」のゴールデンウィーク、さらには、

問合せ

テーマは、引き続き 《花U花》

「母の日」がありますね！日ごろの感謝の気持

中央図書館

０５７４－２５－７３１６

暖かい季節になって、いろいろな草花が咲く季節になってきまし

ちを お母さんに伝えてみよう！
さらに、５月２１日（月）には、「金環日食」があります。美濃加茂市
からでも観測することが可能です。ぜひ、観測してみてください！※

このあたり

参加料・申込み不要どなたでも参加できます。
この機会に一度お越しください！

～特集～

さて、５月には、「憲法記念日」「みどりの日」

所

平成２４年６月２日（土）
午前１０時～１２時
美濃加茂市中央図書館 2 階 集会室

要目

時刻

日食開始

6:18:23

金環開始

7:30:39

日食最大

7:32:07

金環終了

7:33:35

日食終了

8:57:54

美濃加茂市で見られる時刻

東図書館では、関連展示も行なっています。興味のある方は、

た。ガーデニング・アレンジフラワーなどなど“花”に関連する本・

図書館のイベント情報をメールでお届け!!

絵本をご紹介します。食べられる花もあるんです！

美濃加茂市では、“子育て情報”など、暮らしに直接

期間 ： ５月ごろまで

結びつく情報を「すぐメールみのかも」にてお届けし
ています！（登録は無料です。）

minokamo@sg-m.jp

～読み聞かせプログラム紹介～
４月１１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

テーマ：「おむつをかえましょう」
今回の内容は･･･
１.絵

本「あかちゃんのうたから

ぜひ、図書館へお越しくださいね！

２.う

た「おむつをかえましょう」

※観測の際は、きちんと規定の観測方法を守り、行なってください。

３.手あそび「ちょっちちょっち」

～図書館ボランティア活動中！～
図書館ボランティアのみなさんの活動をご報告します！

４月１０日（火） 場 所：三和小学校
小学校図書室のイスカバーを張替え
ました。ボランティア手づくりカバーです。

本「たまごのあかちゃん」

５.絵

本「リズム」

６.絵

本「どうすればいいのかな」

７.絵

本「したく」

８.工

作「マラカス」

今回は、初めての試みとして、

リサイクル袋を６０袋前後作成しました。
★詳細は、図書館ホームページ（「ボランティアのページ」）から
ご覧いただけます。

Ò
使ったのは、○クルトの
容器２つ。それに“数珠
球”をいれました！
よく音がなるよ！！

新刊案内

～

↑コチラからどうぞ

中央図書館は、毎週金曜日
東図書館は、毎週土曜日に新刊を出しています！

一般書
■『先生のための百科事典ノート』赤木 かん子／著 ポプラ社
■『Ｓｋｙｐｅ完全活用術』花岡 貴子／著 ｱｽｷｰ･ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ
■『図説 バラの世界』大場 秀章／著 河出書房新社
■『東京スカイツリー』新 良太／写真 朝日新聞出版
■『
「内部被ばく」こうすれば防げる！』漢人 明子／著 文藝春秋
■『パパ１年生』安藤 哲也／著 かんき出版
小説
■『しあわせなミステリー』伊坂 幸太郎／(他)著
■『コンカツ?』石田 衣良／著 文藝春秋
■『桜舞う』あさの あつこ／著 ＰＨＰ研究所
■『散り椿』葉室 麟／著 角川書店

宝島社

児童書
■『めざせ!ダンスマスター１～３巻』岩崎書店
■『女王様のむらさきの魔法』あんびる やすこ／著 ポプラ社
■『あこがれお仕事いっぱい！制服図鑑』勝倉 崚太／著 学研教育出版

今は、お母さんたちに作ってもらっていますが、一緒に作ること

絵本
■『さかさことばでうんどうかい』西村 敏雄／著 福音館書店
■『かっぱのこいのぼり』内田 麟太郎／著 岩崎書店
■『はまべにはいしがいっぱい』レオ・レオニ／著 好学社
■『まってるまってる』高畠 那生／著 絵本館
■『おもちゃびじゅつかんでかくれんぼ』
ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄ・ﾙｰｶｽ／著 徳間書店

で手先の発達に合わせて何かを作ってみるようになるかも？

★まだまだ他にも多数新刊が出ています！ぜひ、ご来館ください！

行なうと楽しいですね！

イベントなどで使う、新聞で作った

おむつをかえましょう」

４.絵

ＣＤを使いました。リズムに乗って

４月１７日（火） 場 所：中央図書館

～

←コチラからでも登録できます

「ちょっちちょっち あわわ」の手遊びを知らないお母さんも
いたようで、繰り返し行なって覚えていただければよかったかな
と思いました。
工作では、簡単なおもちゃでもこどもは喜ぶことを再発見！

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

『こすずめのぼうけん』

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー

～館内展示の予定～
カウンター前展示

ルース・エインズワース／著

♪『本の福袋セット貸し出し』展

♪『宇宙の神秘』展

福音館書店／出版

期間：5 月１３日（日）まで（なくなり次第終了）

期間：５月１０日(木)～２１日(月)
５月２１日の金環日食にちなんで、天体に起こる現象や観測に

中にはどんな本が入っているのかな？
今回は、
「こども読書の日」に関連してセット内容は、

関する本を紹介します。

くて遠くまで飛びすぎ、迷子になってしまうというお話です。まるで

子どもメイン！お楽しみに！
♪『緑の募金

初めて空を飛べた日、小雀は嬉し

寄贈図書』展

自分が小雀になったように、ドキドキしたり不安になったり…物語と

期間：５月１０日(木)～２４日（木）

期間：５月８日（火）まで

鳥がでてくるものこの絵本の魅力の一つ。

「Ｈｏｍｅ Lｉｋｅ」の作品を展示します。

柊の木の高い所にある巣にはハトがいました。では、池のほとりに

♪『児童生徒地図作品』展
期間：５月１８日(金）～６月２２日（金）

♪『ペーパーバンドクラフト』展

一体となって冒険できる楽しさをぜひ体験してください。たくさんの

岐阜県緑化推進委員会美濃加茂支部から寄贈して
いただいた図書を展示します。

ロビー展示

ある巣は何の鳥でしょう？答えは絵本の中で…。

♪『四季折々（写真）』展
期間：５月１５日（火）～２９日（火）
「美写会」のみなさんの作品を展示します。

岐阜県の児童生徒による地図作品です。

児童（絵本）コーナー

児童コーナー展示

一般書

♪テーマ『お部屋の中で楽しい絵本』展示

♪『お空の上のお話し』展

『あきらめない

期間：５月１日(火）～２９日（火）

期間：５月３日（木）～１２日（土）まで

～働くあなたに贈る真実のメッセージ』

こどもの想像力が表現された絵本を展示します！

水

１

２
9
○

８

木

金

土

5
◇
10 11 12
◇
３

４

13 14 15 16 17 18 19
◇
20 21 22 23 24 25 26
◇
27 28 29 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

村木厚子さんは、2009 年郵便不正事件に

５
５月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
日

月

おいて無実の罪で逮捕・起訴されます（後
に裁判で無罪確定）。大学卒業後、当時の労
働省に入省。女性が男性同様に働くことが
困難だった時代、結婚し二女を出産。仕事と子育てを両立し、厚生労
働省４人目の女性局長として活躍中の出来事でした。
職場で華々しく活躍する女性の先輩たちと比べ、自らを“普通の人”
と自称する村木さんは、かねてから「“普通の人”のロールモデルにな
りたい」と考えていたとのこと。事件について、自分の人生を多くの
人に知ってもらえるきっかけに

７

水
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２

８

９

木

金

土

5
△
10 11 12
△
３

４

13 14 15 16 17 18 19
△
20 21 22 23 24 25 26
△
27 28 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

なったと逆境を前向きにとらえる姿

勢に感銘を受けるとともに、
（数少ない）女性の視点で綴られる勾留中
の取り調べや拘置所内の様子を興味深く読みました。男女問わずお薦
めの１冊です。

６

火

～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

月

紹介します。

村木 厚子／著
日経 BP 社／出版

５
５月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
日

“金環日食”にちなんで、宇宙や天体が出てくる絵本を

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

図書館ホームページ

いこいのほんだな
北部分室ボランティア“ほたるん”は、新たな活動を開始します！
乳幼児期家庭教育学級への読み聞かせの参加！
三和小学校の朝読書の時間に読み聞かせへ向かいます！

Ｈ２４年６月号 Ｎｏ．１５
雨の季節です！
外で遊べない日は、家でゲーム？！
こんな時こそ、読書はいかが？？

す。昭和４９年に決められました。
アジサイの青い色のように、雨の日で
もさわやかに生活したいですね！

―東図書館開催日―
◇と き
平成２４年６月１７日（日）
午後１時３０分～
◇場 所
美濃加茂市東図書館 2 階 視聴覚ホール
◇申込み ６月１０日（日）までに直接または電話で

・分室 ： ６月１９日（火）午後 1 時半頃～
・保育園：６月１９日（火）午後 1 時頃～

―中央図書館開催日―
◇と き
平成２４年６月２４日（日）
午後１時３０分～
◇場 所
美濃加茂市中央図書館 2 階 集会室
◇申込み ６月１６日（土）までに直接または電話で

・三和小学校朝読書：６月１３日（水）午前８時１５分頃～

さて、６月の定番の花「アジサイ」は美濃加茂市の「市の花」です。

８カ町村の団結を表わしているそうで

２歳以上の親子を対象に昔から伝わるわらべ歌から肌の
ぬくもりを感じる遊びを体験していただきます。

◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？

本が濡れないようにご注意ください！お願いします！

となる。別名八仙花（ﾊｯｾﾝｶ）とも言い、

～「わらべうたあそび～子どもとじゃれあって遊ぼう」～

◇貸出日･･･６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。
・入室表に人数を書いてください。
◇トラベルブック･･･６月１９日（火）

梅雨の時期になりました！よく雨がふる季節です。

小さな花の集まりだが団結すれば大輪

『富佐子先生と親子体操』を開催！

・乳幼児期家庭教育学級：６月２６日（火）１０時４５分頃～

～特集～
★閲覧机特設コーナー

※講座内容は、中央・東図書館ともに同じです。

テーマは、 《雨の日》

参加無料どなたでも参加できます。
この機会に一度お越しください！

雨の日にだって楽しいことはいっぱい！そんな絵本をご紹介！
期間 ： ６月末まで

問合せ

～緑のカーテン植えました！～
今年も、暑い夏、節電の季節がやってきます･･･。そこで、

～読み聞かせプログラム紹介～

『星★に願いを･･･』短冊を書こう！

中央図書館では、再び“緑のカーテン”の栽培を行ないます！
昨年同様、児童コーナーの窓際、図書館事務所窓際に
植えたのは･･･４種類！
おなじみのゴーヤに加えアサガオは、

アサガオ

５月９日（水）に中央図書館で行った

今年も、東図書館のロビーに、

乳幼児向け おはなしランド「おひざでごろごろ」より

プランターで設置します。

七夕用の竹を設置します。

テーマ：「おでかけ」

短冊に願い事を書いてみませんか？

今回の内容は･･･

みなさんの願いが叶うといいですね。

昨年植えたアサガオから取れた種です。

１.絵

もう１つの種と苗「？？？」は何でしょう？芽

２.手あそび「ちょっちちょっち」

が出て大きくなってからのお楽しみです！

３.絵

Ò

本「ねこがいっぱい」
本「ぽんぽんポコポコ」

４.着替人形「肌着」

？？？

←ハートのマークが
ついた種？？？

ゴーヤ

５.手あそび「たけんこがはえた」
６.紙 芝 居「たけのこほり」
７.ふれあい「たまごたまご」
８. ハンカチあそび「ひよこ」
絵本「ぽんぽんポコポコ」では、
絵本にあわせ手づくりの“たいこ”を

？？？

お出かけ中や、おも
ちゃがないときなど持っ
ているハンカチなどで
試してみてね！
アヒルじゃないよ！！
ヒヨコだよ！

子どもにたたいてもらいました。音が
出て楽しかったのがあるかもしれませんが、たいこの“ばち”ス

↑種を植えています！
ちゃんと芽が出るの
でしょうか？
楽しみです！
水やりも頑張ります！

ティックがお気に入りのようでした。
手あそび「たけんこがはえた」はとても簡単で、小さなお子さ
←南国の果実が成る
らしいのですが・・・。

中央図書館 ０５７４－２５－７３１６
東 図書館 ０５７４－２６－３００１

んには手品のような不思議さがあってオススメです。
手あそびや歌を歌うと小さいお子さんたちが“ニコニコ“笑顔
になってくれます。歌っている職員も楽しくなってきます！

～

新刊案内

～

中央図書館は、毎週金曜日
東図書館は、毎週土曜日に新刊を出しています！

一般書
■『あこがれの名山のんびり山あるき山小屋ガイド』
田中 真二／著 学研パブリッシング
■『ハム係長のとっておきレシピ』伊藤 ハム／著 アスペクト
■『はじめての大幹＆骨盤ダイエット』
島脇 伴行／著 ブルーロータスパブリッシング
小説
■『棟居刑事の見知らぬ旅人』森村 誠一／著 双葉社
■『十二単衣を着た悪魔』内館 牧子／著 幻冬舎
■『美女の七光り』林 真理子／著 マガジンハウス
絵本
■『うそついちゃったねずみくん』なかえ よしを／著 ポプラ社
■『おかあちゃんがつくったる』長谷川 義史／著 講談社
■『いろいろおふろはいり隊！』穂高 順也／著 教育画劇
■『よろしくともだち』内田 麟太郎／著 偕成社
■『ぴたっとヤモちゃん』石井 聖岳／著 小学館
★まだまだ他にも多数新刊が出ています！ぜひ、ご来館ください！★

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

『てがみをください』

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー

やました はるお／作

♪『男女共同企画』展

文研出版／出版

期間：６月１２日(火)～７月１日（日）

ぼくのうちのいちじくの木には、赤い郵便箱
がかかっている。そこにかえるが一匹引っ越し

期間：６月１５日(金)～２６日（火）

てきた。 「自分から手紙をかけばいいのさ。」自分宛の手紙がほしいかえる

破れた本や水にぬれた本などを展示します。

にぼくが教えてあげるとさっそく書き始めたが、一向に返事が届かないので

図書館利用のマナーについて考えてみませんか？

出て行ってしまった。その後、ぼくが郵便箱を開けると、中からたくさんのい

展示コーナー（２階階段の壁面等）

ちじくの葉っぱが出てきた。そこで、ようやくぼくは気がついた―――。

♪『児童生徒地図作品』展

小さなすれ違いが後から切なさを湧き起こし心の隙間に入り込んでくる。

期間：６月２２日（金）まで

そしてそれを、ほぼ全てのページを覆うやわらかな緑が包み込む。ポストの

岐阜県の児童生徒による地図作品を紹介・展示します。

中のかえるのうちも、小さいけれどちゃんとした世界があってほほえましい。
雨の季節になったらうちの郵便箱をのぞいてみよう。ひょっとしたらあのかえ

児童（絵本）コーナー

るが手紙を待っているかもしれないから。

♪テーマ『環境を考える絵本』展示

一般書

「環境」と聞いて何を思い浮かべますか？

６
６月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
水

木

４

劇の原作本を紹介します。

ロビー展示
♪『書道』展
期間：６月５日（火）～１９日（火）
市内在住の方の書道作品を展示します。
♪『建設美』写真展
期間：６月２６日（火）～７月１０日（火）
「交通建設プロジェクト」の完成までのプロセスを、写真に
残してきた作品で紹介します。
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◇
9
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24 25 26 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

白鳥 士郎／著
ソフトバンククリエイティブ／出版

期間：６月５日（火）～１５日（金）まで
梅雨の時期にふさわしい絵本を紹介します。

６
６月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

この物語は、実は美濃加茂市内のとある「農林高校」がモデルと
なっているそうです。岐阜県が舞台とあってヒロインの台詞はどこか

日

月

火

水

木

聞き覚えのある方言が混じっています。著者も岐阜県の出身とのこと。
どちらかと言うと名古屋弁に近い気がしますが、地元民としては、見
所の１つかもしれません。
この本のタイトルのとおり、
「農業」に関する
ことがテーマになっています。何気なく、私た
ちは米や野菜・肉を食べていますが、手元に届
くまでに多くの手間がかかっていること、シビ
アな現実と向き合いながら愛情を持って育成さ
れ出荷されていることが、物語の中で学校生活
とともに語られています。
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土
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△
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

が、そんな厳しい現実を、ギャグと少々の破廉恥（？）さでコミカ
～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

ルに書かれ読みやすくなっているのがこの作品の魅力なのではないで
しょうか。今時の、アニメや漫画を知っていると（物語の中にちらほ
らと出てきます）さらに楽しく読めると思います。

～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

土

は、休館日

金

6 ７ ８
○
10 11 12 13 14 15 16
◇
17 18 19 20 21 22 23
◇
３

やってきます。その前に、各団体のプロフィールや

♪『雨の日を楽しむ絵本』展

『のうりん』

水？空気？それとも？そんな絵本をご紹介します！

火

～絵本がとびだしうごきだす～』展

期間：６月１２日(火)～７月１６日(月)

児童コーナー展示

期間：６月２６日（火）まで

月

♪『人形劇まつり

市内・坂祝町で活躍中の人形劇団が、夏に東図書館へ

地域振興課による企画展示です。
♪『かわいそうな本』展

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
８月の北部分室まつりは、
『氷と塩でアイスクリームの実験』
『チョコで実験』に決定！
申込みは７月３日（火）からスタート!!!

Ｈ２４年７月号 Ｎｏ．１６
夏がやってきました！
図書館では、夏休み中「図書館まつり」などの
イベントが盛りだくさん！
ぜひ、みなさんお越しください！

？

◇貸出日･･･７月３日（火）
、１７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･･･７月１７日（火）
◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？

第５８回青少年読書感想文全国コンクールも図書をご案内！
★課題図書は７月より、１週間の貸し出しです。ご注意ください。

【小学校低学年の部】
『ぼくが
きょうりゅうだったとき』
まつおか たつひで/作・絵
ポプラ社

・分室 ： ７月１７日（火）午後 1 時半頃～

夏休みも間近に迫ってきました！

・保育園：お休み

もう、夏休みの計画はバッチリかな？

・三和小学校朝読書：７月１１日（水）午前８時１５分頃～

宿題などは計画的に！みなさんの参考に

・乳幼児期家庭教育学級：７月１２日（木）午前１０時４５分頃～

『へいわって
どんなこと?』
浜田 桂子/作
童心社

なる本が図書館にはいっぱい。迷ったとき
には図書館に来てみましょう。何かのヒン
トが必ず見つかりますよ！

～特集～
テーマは、 《夏休み》
自由研究や工作に関係する本や絵本をご紹介します。

「開館時間のお知らせと図書館利用について」をご確認ください。

期間 ：８月末まで

夏の思い出計画、図書館で立ててみませんか？

～読み聞かせプログラム紹介～

今年も暑い夏がやってきました。夏休み期間の利用
者サービスの向上と、図書館での節電対応を次のとお
り行います。

６月１３日（水）に中央図書館で行った

１．中央・東図書館とも、７月～９月までの期間、

今回の内容は･･･

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、

乳幼児向け おはなし会「おひざでごろごろ」より

テーマ：「雨の日の室内あそび」
１.絵

本「なーんだなんだ」

２.絵

本「どうすればいいのかな」

４.絵描き歌「かさのえかきうた」

土・日・祝日→午後５時１５分です。

５.手あそび「ぽっつんぽっつんあめがふる」

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～９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。
※ＤＶＤ・ビデオ・ＬＤ（ﾚｰｻﾞｰﾃﾞｨｽｸ）・ＣＤ

土曜日には、中央・東図書館で読み聞かせもあります。
★この機会にテレビやパソコン、ゲームを消して、
たくさん本を読んでみてくださいね。

６.
７.絵

詩

「あめ

本「雨のしずく」

９.ふれあい「めんめんすーす」
10.工

『ここがわたしの
おうちです』
ｱｲﾘｰﾝ・ｽﾋﾟﾈﾘ/作
ﾏｯﾄ・ﾌｪﾗﾝ/絵
渋谷 弘子/訳
さ・え・ら書房

『心の森』
小手鞠 るい/作
酒井 駒子/装画
金の星社

石津ちひろ」

８. あ そ び「やまのぼりホイ」

『ココロ屋』
梨屋 アリエ/作
菅野 由貴子/絵
文研出版

『パンケーキをたべる
サイなんていない?』
ｱﾝﾅ･ｹﾝﾌﾟ/作
ｻﾗ･ｵｷﾞﾙｳﾞｨｰ/絵
かどの えいこ/訳
ＢＬ出版
『チョコレートと
青い空』
堀米 薫/作
小泉 るみ子/絵
そうえん社
『カモのきょうだい
クリとゴマ』
なかがわ ちひろ/作・絵
アリス館

【小学校高学年の部】

３.着替人形「じんべえ」

平日→午後６時
※夏季の閉館時間の延長はいたしません。

【小学校中学年の部】

★閲覧机特設コーナー

夏の図書館は、ちょっとだけ早起き！開館時間が早まります。

開館時間のお知らせと
図書館利用について

『また おいで』
もりやま みやこ/作
いしい つとむ/絵
あかね書房

カエルさんがぴょーん
輪ゴムの力で 20 ㎝
～30cm はねますよ！

作「カエルさんがぴょーん」

ここの所、参加人数が格段に増え、「おひざでごろごろ」もに
ぎやかになってきました。うれしいかぎりです。

『わたしのひかり』
ﾓﾘｰ･ﾊﾞﾝｸ/作
さくま ゆみこ/訳
評論社

『走れ！マスワラ』
ｸﾞｻﾞｳﾞｨｴ=ﾛｰﾗﾝ･ﾌﾟﾃｨ/作
浜辺 貴絵/訳
ＰＨＰ研究所
『ピアノはともだち
奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密』

こうやま のりお/著
講談社

【中学校の部】
■『地をはう風のように』 高橋 秀雄/作 森 英二郎/画 福音館書店
■『怪物はささやく』 ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾈｽ/著 池田 真紀子/訳 あすなろ書房
■『地球の声に耳をすませて 地震の正体を知り、命を守る』大木聖子/著 くもん出版

しかし、ここでちょっと問題が･･･。お母さんたちが集まると、
つい「おしゃべり」がしたくなってしまうもの。お母さん同士が

【高等学校の部】

仲良くなることはとても大切なこと。でも、やっぱり「集中して

■『オン・ザ・ライン』 朽木 祥/著 小学館
■『ダーウィンと出会った夏』ｼﾞｬｸﾘｰﾝ・ｹﾘｰ/作 斉藤 倫子/訳 ぽるぷ社
■『パスタでたどるイタリア史』 池上 俊一/著 岩波書店

聞いて欲しいな･･･。」というのが心情です。こんな時には、「親
子」ではなく「みんな」で取り組む遊びにしてみようと思います。

中央図書館からのお知らせ！

東図書館からのお知らせ！
ＹＡ（ヤングアダルト）

～館内展示の予定～

『配達あかずきん

カウンター前展示コーナー
♪『芥川賞・直木賞

威風堂書店事件メモ』

受賞作品』展

期間：７月５日(木)～２１日(土)

大崎

梢／作

まもなく発表になる平成２４年度上半期、芥川賞・直木賞にち

東京創元社／出版

オリンピック開催地であるイギリスの首都「ロンドン」に関連する
本などをご紹介します。

『ビブリオ古書堂の事件手帖』を読んでから、

平成２４年度の上半期

“せどり”という生業を知り、三浦しをん著

期間：８月３日(金)～１０日（金）
“くるみの会”による布などいろいろなものを使って

『月魚』の古書店が舞台の小説を続けて読んだ。
それならば、新刊書店の場合

作られたすてきな手づくり絵本を展示します。

どんな話があるのかと手に取ったのがこの本であ

児童（絵本）コーナー

る。
「正風堂書店事件メモ」というサブタイトルか

♪テーマ『古典を絵本で』展示
期間：８月１２日（日）まで

らもわかるように、本屋が舞台である。作者は書

なエピソードを軽快にミステリーへと変貌させている。この後シリー

５月中頃、種だったアサガオが
こんなに大きくなりました。

ズは『晩夏に捧ぐ』
『サイン会はいかが』と続くのだが、謎を解くのは
定員の杏子さんではなく、公立大学

７
７月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
火

水

木

金

土

ロビー展示
♪『雑誌のリサイクル市』展

29 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

※詳しくは「増刊号」をご覧ください

期間：７月１７日（火）～３１日（火）
♪『人形劇まつり

～絵本がとびだしうごきだす～』展

期間：７月１６日(月)まで

児童コーナー展示
♪『昔話絵本』展
期間：７月１０日（日）～１９日（木）まで
日本の昔話絵本を紹介します。

７
７月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

「飾り物ではない生きている本がひ
しめくフロアで、手から手へ、思い
から思いへ、たくさんの創造物を繋げていく仕事」
（『晩夏に捧ぐ』
）と
書いていることからも、作者の書店勤め時代の仕事ぶりが伝わってく
る。だが私はそこで、図書館司書だってそうだもんと反目しそうにな
るのを抑えつつ、お客様には書店と図書館の利点を使い分け、たっぷ
り活字にふれていただきたいと思うのである。

今月は増刊号があります！
夏の図書館イベントなど
まとめて、ご覧いただけます。

日

月

１

２

８

９

火

水

木

金

土

7
△
10 11 12 13 14
△
３

４

５

６

15 16 17 18 19 20 21
△
22 23 24 25 26 27 28
△
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
～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

３

ちゃん。杏子さんの仕事ぶりには、

は、休館日

２

“くるみの会”が作成した手づくり絵本を展示します。

法学部学生でアルバイト店員の多恵

7
４ ５ ６ ◇
８ ９ 10 11
○ 12 13 14
◇
15 16 17 18 19 20 21
◇
22 23 24 25 26 27 28
◇
１

期間：７月２６日(木)～８月２日（木）

店勤めの経験があれば誰でもあるあると思うよう

～今月の緑のカーテン（６月末）～

月

♪『手づくり絵本』展

市内・坂祝町で活躍中の人形劇団をご紹介。

８月３日（金）に琵琶演奏会があります。平家物語をはじめと

日

♪『英国ってどんな国？』展
期間：７月５日(木)～７月２４日（火）

なみ、過去の受賞作品を展示します。

♪『手づくり絵本』展

～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/

■ 読書講演会
『ライトノベルからみる農業』を開催！
◇と

き

イベント・行事増刊号 Ｎｏ．１６．５

７月、８月は行事がいっぱい！
【～各館共通イベント・行事～】

■『雑誌のリサイクル市』を開催！
中央・東図書館では保存期間の過ぎた雑誌をみなさんへ
リサイクルします！
※北部分室では行ないません。
―「中央図書館リサイクル市」―
2009 年の雑誌をみなさんにリサイクルします。
※ただし、一部、保存期間が違う雑誌やリサイクルを行なわない
雑誌があります。ご了承ください。
◇と き ８月３日（金）～８月３１日（金）開館時間中
※なくなり次第終了、残った場合は延長します。
◇場 所 中央図書館 一階 カウンター横掲示スペース
―「東図書館リサイクル市」―
2010 年の雑誌をみなさんにリサイクルします。
※ただし、一部保存期間が違う雑誌やリサイクルを行なわない
雑誌があります。ご了承ください。
《第１部》
◇と き ７月１７日（火）～３１日（火）開館時間中
※なくなり次第終了
◇場 所 東図書館 一階 ロビー展示コーナー
《第２部》
◇と き ８月１日（水）～３０日（木） 開館時間中
※なくなり次第終了
◇場 所 東図書館 一階 市民情報コーナー

■ 『ブックドクターあきひろさん講演会』
を開催！
絵本を片手に講演会や、中日新聞のコラム「子育て相談 こたえて！
あきひろさん」でおなじみのブックドクターあきひろさんが、子育て
のヒントを教えてくれます。
◇と き
◇ところ
◇内 容

◇講
◇対
◇定
◇託

師
象
員
児

◇参加料
◇申込み
◇問合せ

８月４日（土） 午前１０時～１１時
坂祝町中央公民館
第一部 講師による絵本の“読（よ）あそび”
第二部 講演「母の我が子への語りかけ」
＊第二部は、お子さんは別室で託児となります。
ブックドクターあきひろ さん
親とその子ども
１００人（先着順）
７月２１日（土）まで申込み可
対象は、生後６ヶ月～９歳のお子さんで、先着３０名
無料
７月１０日（火）から、直接図書館または電話で
中央図書館・東図書館

◇ところ
◇講 師

８月２５日（土）
午後１時３０分～２時３０分(開場１時)
※講演会終了後、白鳥先生を囲んでの茶話会を開催
東図書館 ２階 視聴覚ホール
白鳥 士郎 さん
プロフィール～
多治見市在住。市内加茂農林高等学校を取材し、
「のうりん１～３巻」(ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ)を執筆。

◇対 象
どなたでも
◇共 催
美濃加茂市読書サークル協議会
◇申込み・参加料は不要です
◇問合せ
中央図書館・東図書館
～図書館玄関ロビー・展示コーナーにて開催！～
『展示・美濃加茂市読書サークル協議会 活動紹介』展
期間：中央 ８月３日(金)～１８日(土)
東
８月２２日(水)～31(木)
市内で活動している読書サークルのみなさんの活動を
ご紹介します。

申込み開始・締め切りなど、ご不明な点は、
お気軽に、図書館までお尋ねください。
図書館ホームページからでも内容は、確認できます。

問合せ、連絡先
【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
【美濃加茂市北部分室】
〒505-0002 美濃加茂市三和町川浦２５６５
三和交流センター内
℡０５７４－２５－７３１６
Mail
lib-chuoh@city.minokamo.lg.jp
※北部分室の行事等については中央図書館で受付。

【坂祝町中央公民館図書室】
〒505-0071 加茂郡坂祝町黒岩１２６０番地１
℡０５７４－２６－７１５１
Mail kyouiku@toun.sakahogi.gifu.jp

【～中央図書館～】

【～東図書館～】

■『おはなしランド～夏企画』を開催！

■『東図書館 図書館まつり』を開催！

いつもの「おはなしランド」の読み聞かせをスペシャルで開催！
◇と き
平成２４年７月２８日（土）
午後１時３０分～
◇場 所
中央図書館 2 階 集会室
◇申込み 不要

■『中央図書館 図書館まつり～「物語を聴こう」～』
８月３日（金）
・４日（土）
・５日（日）に開催します！
―「筑前琵琶演奏会」―
大河ドラマでご存知“平清盛”
「平家物語」から古典文学の美しさ
を琵琶の演奏とともにお楽しみください。
◇と き ８月３日（金） 午後３時～４時３０分
◇場 所 中央図書館 2 階 集会室
◇奏 者 筑前流琵琶日本橘会 宮下 旭菖（みやした きょくしょう）氏
◇申込み ７月１０日（火）より整理券配布
―「夏休みの研究中間相談デスク」―
いつもは学校の図書室にいる学校司書の先生に相談してみよう。
◇と き ８月３日(金)、４日(土)、５日(日)
３日、５日は、午前１０時～１２時
４日は、午後２時３０分～４時３０分
◇場 所 中央図書館 館内
―「１日図書館司書体験」―
本と人をつなぐ橋渡し役「図書館司書」
。きみも司書の仕事を体験
してみよう！
◇と き ８月４日(土)、５日(日) 午前８時 30 分～午後３時 30 分
◇場 所 中央図書館
◇対 象 市内在住の小学校４～６年生
◇定 員 各日２人まで（先着順）
◇その他 動きやすい服装、サンダル不可
◇申込み ７月１０日から、直接または電話で中央図書館へ
※「夏休みボランティア体験」とは、内容が違います。
―「知的書評合戦ビブリオバトル」―
本と人とが出合うビブリオバトル。心に響いた本はなんですか？
あなたの一票でチャンピオンが決まります！
◇と き ８月４日(土)
午後２時～３時
◇場 所 中央図書館 ２階 集会室
◇対 象 中学生以上
◇定 員 ４０名まで
◇申込み ７月３１日までに、直接または電話で中央図書館へ

７月２８日（土）
・２９日（日）
・３０日（月）に開催します！
―「映画会」―
生涯学習センターで行う７月の「第４土曜映画会」は東図書館で！
◇と き ７月２８日（土） 午前１０時～
◇場 所 東図書館 2 階 視聴覚ホール
◇映 画 「宮沢賢治・原作アニメシリーズ 注文の多い料理店」
「楽しいムーミン一家 ニョロニョロの秘密」
「ジャングル大帝 旅立ち」
◇問合せ 生涯学習課 ℡０５７４－２５－４１４１
―「音楽とお話の広場」―
お話とピアノ演奏会のコラボレーションをお楽しみください。
◇と き ７月２９日（日） 午後２時～３時３０分
◇場 所 東図書館 ２階 視聴覚ホール
―「イラスト教室」―
似顔絵を描くのは難しい？楽しく描くコツを教えてもらおう！
プラ板でキーホルダーも作ります！
◇と き ７月３０日（月)
午前の部 １０時～ 小学３年生～中学３年生 30 名
午後の部 １時 30 分～ 幼児～小学２年生 15 名
◇場 所 東図書館 ２階 視聴覚ホール
◇講 師 橋詰 多恵子 氏
◇持ち物 黒の油性ペン・えんぴつ・消しゴム・色鉛筆
◇申込み ７月１０日から、直接または電話で東図書館へ

■『人形劇まつり絵本がとびだしうごきだす』を開催！
市内・坂祝町で活躍中の劇団５団体が大集合！絵本をもとにしたおは
なしが次々ととびだします。人形作り体験もありますよ！
◇と き ８月１９日（日）午前１０時～１２時半（９時半開場）
◇ところ 東図書館 ２階 視聴覚ホール
◇対 象 どなたでも
◇ワークショップ（人形作り）定員 ５０名
（小学校２年生以下は原則保護者同伴）
◇問合せ 東図書館・坂祝町中央公民館図書室

【～北部分室～】

「北部分室まつり」は“アピタ美濃加茂店”より

■『三和北部分室まつり』 材料等のご協力を頂いています。

答えは、図書館の本の中！アンケートの結果から希望の実験を開催！
◇と き
◇ところ
◇内 容

―「君だけの宝の地図を作ろう＆図書館宝探し」―
いろんな物を使って“古い”宝の地図を作成！宝探しもあるよ！
◇と き ８月５日(日)
午後１時３０分～３時３０分
◇場 所 中央図書館 ２階 集会室
◇対 象 ５歳以上
◇定 員 ３０名まで
◇持ち物 油性ペン、えんぴつ、消しゴム、定規、地図のアイデア
◇申込み ７月２９日までに、直接または電話で中央図書館へ

◇対 象
◇参加料
◇申込み

★「問合せ」の記入がない場合は、会場までお問合せください。

◇問合せ

８月２１日（火） 午前９時３０～１２時
三和北部分室（三和交流センター）
「食べておいしい実験お菓子づくり」
「何をまぜたら割れにくい？シャボン玉」
「プラ板で光るキーホルダー工作」
「古新聞でエコバック」
「空気の力!?!空気砲」
「読み聞かせ」
「本の借りるとクジが引ける特典付き」
どなたでも
小学生以上 ２００円 （当日回収）
８月１４日（火）まで
分室、中央・東図書館まで直接または電話で
中央図書館

図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
８月２１日は『北部分室まつり』です！
実験、工作、お菓子づくり、読み聞かせ！など、盛りだくさんです！
ぜひ、ご参加ください！

Ｈ２４年８月号 Ｎｏ．１７
夏休み真っ最中！
↓７月中頃の
ようす

宿題、進んでますか？！宿題は計画的に！
楽しい夏休みを満喫してくださいね！

～あの植物は今！～
さて、みなさん、中央図書館に“緑の
カーテン”を栽培しているのを覚えてい
ますでしょうか？５月末に植えて、はや
正体不明だった苗と種は･･･

◇と

き

◇場
◇内

所
容

◇定

員

◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？
・分室 ・保育園：８月２１日（火）『北部分室まつり』にて！
・三和小学校朝読書：夏休みのためお休み
・乳幼児期家庭教育学級：８月はありません

◇申込み
◇問合せ

★閲覧机特設コーナー 期間 ：８月末まで

平成２４年１０月１日（月）～
平成２５年３月３１日（日）の期間で
図書館が指定する２週間
美濃加茂市東図書館 玄関ロビー
絵画、書、写真、イラストなど
自作の自慢の作品
８組（先着順）
※団体でも個人での参加も可能です。
８月１３日（月）から直接または電話で
東図書館 ０５７４－２６－３００１

テーマは、引き続き 《夏休み》
↓「フウセンカズラ」でした！

自由研究や工作に関係する本や絵本を
引き続き紹介します。

→

東図書館では、より多くのみなさんに図書館を利用していた
だくことを目的に、玄関ロビーを展示スペースとして開放します。

～特集～

２ヶ月、苗木や種だった“緑のカーテン”は、こんなに大きくなりました。
↓「パッションフルーツ(トケイソウ)」

◇貸出日･･･８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･･･８月２１日（火）

『東図書館ロビー展示者募集
自慢の作品を展示してみませんか？』

→

「北部分室まつり」に関する本も展示します。

『東図書館～土曜日“にじのおはなし広場”
お休みについて』
東図書館で毎週土曜日に行なっている“にじのおはなし広場”を、
都合により１日お休みします。

ゴーヤーは、７月中頃には初めて実を収穫することができました！
これからの成長も期待したいところです。

開館時間と図書館利用について
夏休み期間の利用者サービスの向上と、図書館での
節電対応を引き続き行ないます。
１．中央・東図書館とも、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、

～読み聞かせプログラム紹介～
乳幼児向け おはなし会「おひざでごろごろ」より

テーマ：「夏の虫、あそび」
今回の内容は･･･
１.ふれあい「めんめんすーすー」
２.絵

本「めんめんばあ」

３.ふれあい「ぎっこんばっこん」
４.絵

本「がたごんがたんごとざぶんざぶん」

５.ふれあい「さかながはねて」

※夏季の閉館時間の延長はいたしません。

６.ふれあい「ほたるこい」

「ノーテレビデー」を推進します。
９月までの間、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。
※ＤＶＤ・ビデオ・ＬＤ（ﾚｰｻﾞｰﾃﾞｨｽｸ）・ＣＤ

土曜日には、中央・東図書館で読み聞かせもあります。
★この機会にテレビやパソコン、ゲームを消して、
たくさん本を読んでみてくださいね。

平成２４年８月４日（土）
東図書館 ０５７４－２６－３００１

７月１１日（水）に中央図書館で行った

平日→午後６時／土・日・祝日→午後５時１５分です。

２．家族の団欒や親子の絆を深めるために、

◇と き
◇問合せ

『８月は行事が盛りだくさん』
８月は各図書館イベント盛りだくさん！土曜・日曜日などは「ボラ
ンティア体験（募集は終了しました。）
」なども行なっています。

日

付

会場

４日(土)

坂祝

ブックドクターあきひろさん講演会

中央

中央図書館まつり～物語を聴こう～

１９日（日）

東

人形劇まつり～絵本がとびだしうごきだす
北部分室まつり～楽しく実験図書室～

２１日（火）

北部

考えながら、プログラム（内容）を職員は考えています。今回は、

２５日（土）

東

上手く流れがつながったように思います。
そんな中で、久しぶりに３歳くらいのお子さんが今回は参加さ
れていました。
（最近では 1 歳未満のお子さんの参加が多いです。
）
自分で“まね”をして遊べる年頃なので、「わらべ歌あそび」を
やればよかったかも･･･う～ん、内容を考えるのも難しいですね。
毎月行っている「着せ替え」７月は帽子、８月は？お楽しみに！

名

雑誌のリサイクル市(３日(金)~開催）

３日(金)～
５日(日)

８.工

事

中央

東

ゆらゆらシーソー
本「てんてんてん」
作 「牛乳パックでシーソーを作ろう」 い ろ ん な 絵 を描 い て も
船の形にしても
いつも、
「おひざでごろごろ」を行う時、
楽しいですよ！
「次は何をしようか･･･？」と“流れ”を

７.絵

行

1 日(水)
～
８月末まで

雑誌のリサイクル市

読書講演会 ライトノベルからみる農業

※３日～「中央図書館まつり」申込受付終了
※４日「ブックドクターあきひろさん講演会」申込受付終了
まだまだ、申込を受け付けている行事もあります。
詳しい行事内容・状況は各図書館まで問合せください。
問合せ

中央図書館(北部分室)
東図書館

℡０５７４－２５－７３１６
℡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！
一般書

～館内展示の予定～

夏の風物詩といえば、“うな

『うなドン

カウンター前展示コーナー

南の楽園にょろり旅』

♪『手づくり絵本』展

青山

期間：８月３日(金)～１０日（金）
“くるみの会”による、すてきな手づくり絵本を展示します。
♪『美濃加茂市読書サークル協議会

活動写真』展

期間：８月３日(金)～１８日（土）
市内の読書サークル、５グループの活動を紹介します！

児童（絵本）コーナー

られていないため、養殖するの

～館内展示の予定～
カウンター前展示

が難しい魚です。今年は、高騰

♪『手づくり絵本』展

ぎ”ですが、実は生態がよく知

のため、国産のうなぎは食べら

潤／著

れない…と思われている方もい

講談社／出版

るかもしれませんね。

なぎ”を研究のテーマにして、博士号を取
得しようと南の島々で奮闘する体験記です。
現地の人たちに不審者扱いされたり、死

期間：８月１２日（日）まで

にそうになったり、同じ研究テーマのライ

８月３日（金）に琵琶演奏会があります。平家物語をはじめと

バル国（ドイツと台湾）と競ったり、思わ

する古典文学が本になっているものをご紹介します！

ず笑ってしまう話が書かれています。

♪テーマ『戦争絵本』展示

“くるみの会”が作成した手づくり絵本を展示します。
♪『かわいそうな本』展
期間：８月１５日（水）～３０日（木）
落書き、水濡れ、ベタつき、ザラつき・・・、かわいそうな状態で
返却されてきた本を展示します。

そんな“うなぎ”の魅力にはまり、
“う

♪テーマ『古典を絵本で』展示

期間：８月２日（木）まで

ロビー展示
♪『似顔絵イラスト』展
期間：８月７日（火）～２１日（火）
市内在住の橋詰多恵子さんの作品を展示します。
♪『美濃加茂市読書サークル協議会

東京大学海洋研究所の塚本教授の「僕たちとウナギ研究会のドン・

期間：８月１５日（水）～９月２５日（火）

キホーテになろうじゃないか！笑われようが何しようが毅然と胸を張

８月１５日は終戦記念日。

って行こうじゃないか！」という言葉が印象的です。

平和について考えてみよう。

“ウナギ”のミニ知識も身に付いて、爽やかな気分になれる、ウナギ
界のドン・キホーテの物語を読んでみてください。

活動写真』展

期間：８月２２日(水)～３０日（木）まで
読書サークルの１年間の活動をご紹介します！

児童コーナー展示
♪『戦争のお話』展
期間：８月１日（水）～１５日（水）まで

８
８月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
日

水

木

２

７

１
8
○

９

金

土

4
◇
10 11
◇
３

12 13 14 15 16 17 18
◇
19 20 21 22 23 24 25
◇
26 27 28 29 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

戦争の悲惨さや、平和の尊さを伝える本をご紹介します。

８
８月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

『グリーン・ノウの子どもたち』
ルーシー・Ｍ・ボストン／作

日

月

火

評論社／出版
５
どんなことでも信じられる心があれば、
ひとりぼっちでも孤独じゃない。心なごむ
家に子どもの心を持つ大人がいればなお。
トーリーは、大おばあさんのもとで休暇を過ごすために古城のよう
な屋敷グリーン・ノウへやってきた。誰かが「ここにいるよ」と残し
た“しるし”を追いかけていくうちに３人の子どもたちの存在に気付
き、次第に心を通わせていく。彼らは３００年も前にここで生きてい
た子どもたちだった―――。
楽しい夢に満ちながら、結局はみんなとうに死んでいる存在だとい
う現実を突きつけてくるこの物語は、単なるファンタジーではない深
みがある。シリーズものなのでもっともっと“グリーン・ノウにいた
い！”という人は続きをぜひ。

６

７

水

木

金

１

２

３

８

９

土

４
10 11
△

12 13 14 15 16 17 18
△
19 20 21 22 23 24 25
△

は、休館日

６

火

は、休館日

５

月

児童書

26 27 28 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
★８月４日（土）は、「にじのおはなし広場」はお休みです。
～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

図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
８月２１日は『北部分室まつり』でした！
参加した、みなさんは楽しめましたか？！
これからも、北部分室をよろしくお願いします。

Ｈ２４年９月号 Ｎｏ．１８
秋です！新学期です！
まだまだ暑い日が続いていますが、気持ちも新たにガンバロー！

～７・８月に行った図書館イベントをご紹介！～

◇貸出日･･･９月４日（火）
、１８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･･･９月１８日（火）
◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？
・北部分室：９月はお休みです 遅くなって
・保育園：９月２１日（金）
・三和小学校朝読書：９月２６日（水）
・乳幼児期家庭教育学級：“ほたるん”の読み聞かせはお休み

～特集～

今月は、満月が２回あります。十五夜は、９月３０日（日）！
“月”に関する本を、ご紹介！秋の夜長に読書でもいかが？

～読み聞かせプログラム紹介～
８月８日（水）に中央図書館で行った

開館時間を午前９時３０分に繰上げ。
★ただし、閉館時間は従来どおり、

※図書総点検：図書館にある図書資料・映像資料などの
すべての資料の確認及び棚の清掃作業。

◎は所蔵あり（８月３０日現在）

●『100 歳の流儀』新藤 兼人／著

ＰＨＰ研究所

◎『すべては今日から』児玉 清／著

新潮社

●『水木さんの「毎日を生きる」』水木 しげる／著

角川マガジンズ

●『好奇心ガール、いま 97 歳』笹本 恒子／著

小学館

◎『紅梅』 津村 節子／著

文藝春秋
講談社

◎『前向き。』吉沢 久子／著

マガジンハウス

テーマ：「夏の風物」

●『はげましてはげまされて』 竹浪 正造／著

廣済堂出版

今回の内容は･･･

●『人生の収穫』 曽野 綾子／著

河出書房新社

１.手あそびうた「せみのかぞく」

◎『老年の流儀』 三浦 朱門／著

海竜社

●『わたしは 99 歳のアーティスト』 三星 静子／著

NHK出版

３.大型絵本「ぽんぽんぽん」

１．中央・東図書館とも、９月末まで、

平成２４年１０月５日（金）～８日（月）
美濃加茂市中央図書館のみ
中央図書館 ０５７４－２５－７３１６

◎『わが母の記』 井上 靖／著

乳幼児向け おはなし会「おひざでごろごろ」より

２.大型絵本「ありとすいか」

夏の期間の利用者サービスの向上と、
図書館での節電対応は今月までです。

◇と き
◇場 所
◇問合せ

９月１７日は“敬老の日”
。オススメの本をご紹介します。

テーマは、 《秋のお月見》

開館時間と図書館利用について

中央図書館では、“ぎふ清流国体”の期間中、図書館を選手等の
控え室として使用するため休館いたします。
そこで、毎年６月末に行なっていた中央図書館の図書資料、
約１３万点の総点検をこの期間に行ないます。
みなさまの、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

『敬老の日 読書のすすめ～読書推進運動協議会より』

★閲覧机特設コーナー

何のイベントだったかわかるかな？

『中央図書館の臨時休館と
図書総点検(蔵書点検)について』

４.大型絵本「はなびドーン」
５.工

作「手づくり花火（ｸﾗｯｶｰ）」

◎『おひとりさまの終活』 中澤 まゆみ／著

三省堂

●『五十歳でも老人 八十歳でも青年』森村 誠一／著

ベストセラーズ

◎『日本を、信じる』瀬戸内寂聴/ドナルド・キーン／著
今回は、大型絵本を読みました。大型
絵本を出すと、１歳未満ハイハイの赤
ちゃんたちがよってきて興味津々！
「う～う～」と何かをしゃべってくれま

中央公論新社

花火クラッカー！

◎『新・幸福論』五木 寛之／著

ポプラ社

紙コップと輪ゴム２つ
クリップ１つあれば
作れるよ！

◎『マンボウ最後の家族旅行』北 杜夫／著

実業之日本社

●『科学と宗教と死』加賀 乙彦／著

集英社

◎『蜩ノ記』葉室 麟／著

祥伝社

◎『100 歳の金言』日野原 重明／著

ダイヤモンド社

した。
花火に見立て、紙ふぶきを使ったクラッカーの工作では、一緒

平日→午後６時／土・日・祝日→午後５時１５分です。

に来ていたお母さんも喜んで遊んでいました。黒い暗幕の上で遊

●『老いの歌─新しく生きる時間へ』小高 賢／著

岩波書店

２．家族で団欒！「ノーテレビデー」を推進します。

んでいたので、キラキラと紙ふぶきが

●『老いを愉しむ習慣術』保坂 隆／著

朝日新聞出版

舞うのがわかり、音も花火のようでみ
なさん楽しまれていました。みなさん

◎『老いのくらしを変えるたのしい切り紙』
井上由 季子／著

筑摩書房

最後に、紙ふぶきごとお持ち帰りされ

◎『舟を編む』三浦 しをん／著

光文社

ました。

◎『百歳』柴田 トヨ／著

飛鳥新社

９月末までの間、土曜日の中央・東図書館内の
視聴覚コーナーのお休み。
※ＤＶＤ・ビデオ・ＬＤ（ﾚｰｻﾞｰﾃﾞｨｽｸ）・ＣＤ

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～

『戦争を取材する～子どもたちは何を見たのか』

美濃加茂市は、
「バレーボール」を
開催します！

カウンター前展示コーナー

山本

♪『ぎふ清流国体を見に行こう！』展

♪『古事記１３００年』展

講談社／出版

期間：９月１３日(木)～３０日（日）
美濃加茂の“ギフとフラッグ” や炬火リレーの

期間：９月１３日（木）～9 月２５日（火）まで
“古事記“書かれて１３００年！関連する本をご紹介します。

今年８月２０日、シリアの内戦を取材中に、

トーチを展示。県内各市町村の実施競技をご紹介！

ロビー展示

ジャーナリストの山本美香さんは命を落とし
ました。戦場ジャーナリストといえば、たく

児童（絵本）コーナー
♪テーマ『戦争絵本』展示

美香／著

平和について考えてみよう！

♪『エコクラフト』展

ましい男性を思い描いていた私は、山本さん

期間：９月１日（土）～１６日（日）
下古井交流センターで活動されているみなさんの作品を
展示します。

のような女性の存在をはじめて知って衝撃を

期間：９月２５日（火）まで

受け、この本を手に取りました。

♪テーマ『日本語を楽しむ絵本』展示

山本さんは、地雷に傷ついたコソボの子やゲリラとして戦うことを

期間：９月２７日（木）～１０月３０日（火）
オノマトペ絵本（擬声語・擬態語）、さかさ言葉絵本などを展示。

強いられたウガンダの少年など、戦争の被害に苦しむ世界各地の子ど
もたちを紹介するとともに、同世代の日本の子どもたちに、なぜ戦争

◆絵本の棚がちょっぴり変わります！◆

がおこってしまうのか、平和のためにはどうしたらよいのか、親子で、

絵本の棚に、自動車などの“乗り物絵本”が、
集めてあるのを知っていましたか？
その場所に自然や科学などの
知識絵本を集めています。
目じるしは、水色のシール！

月

火

水

木

戦場ジャーナリストとして、命がけで戦争の悲惨さを伝え続けた著

のみなさんの作品を展示します！

♪『お月さまのお話』展

月をテーマにした絵本を紹介します。

金
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◇
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23 24 25 26 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
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平凡社／出版
１３人のおひめさまのお母さんである公爵
夫人は、おしゃべりや刺繍にあきてしまい、
ふわふわケーキを作ることを思い立ちまし
た。ふくらし粉に砂糖や桃、残ったプリンま
で入れて最後にまたふくらし粉、全部を混ぜて火にかけると、あれよ
あれよという間にケーキがふくらんで、その上に乗った公爵夫人はお
城の塔よりも高いところまで上ってしまったのです。公爵夫人をケー
キから下ろそうと、家来たちが石を投げたり矢を放ったりしてもダメ。
でもすえっこおひめさまのある一言で無事に下りてこられて、めでた
しめでたしというお話です。
色は緑と赤しか使われていないのに、とてもカラフルに感じ、絵の
タッチは素朴だけど味があり、なぜか惹かれる絵本です。作者が長年
図書館員を続けていたというのも個人的には気になる点。他の本が早
く翻訳されないかなぁと心待ちにしています。
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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

４

児童書 『公爵夫人のふわふわケーキ』

土

は、休館日

３

期間：９月１８日(火)～１０月２日（火）まで
上古井交流センターで活動されている水墨画サークル飛墨会

期間：９月１日（土）～１５日（土）まで

者が送る平和へのメッセージです。
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♪『水墨画』展

児童コーナー展示

友達どうしで考えようと語りかけます。
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～館内展示の予定～
カウンター前展示

