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いこいのほんだな
″

Ｈ２４年１０月号 Ｎｏ．１９
図書館での夏期間の利用者サービスの向上と、
節電対応の取り組みは終了しました。
みなさん、ご協力ありがとうございました。

～２０１２・第６６回

読書週間～

さて、今年も“読書週間”が、

暑さも和らいで、過ごしやすくなってきました。
「読書の秋！」何か１冊読んでみよう！

『「高の会」朗読のひととき』

◇貸出日･･･１０月２日（火）、１６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･･･１０月１６日（火）

「高の会」の朗読会も７年目を迎えることができました。今年は
会場を「太田宿中山道会館」から「美濃加茂市東図書館」に移して、
秋の朗読会を開催します。
日曜日の午後のひととき、ご家族・ご友人と共にごゆっくりお楽
しみください。

◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？

◇と き

・北部分室：１０月１６日（火） 午後１時２０分ごろ～
◇場 所
◇出 演
◇プログラム

・保育園：１０月１６日（火） 午後 1 時ごろ～
・三和小学校朝読書：１０月１０日（水）
・乳幼児期家庭教育学級：１０月２３日（火）

１０月２７日（土）～１１月９日
（金）まで、１１月３日の“文化
の日”を中心に２週間あります。
標語は、
「ホントノキズナ」です。
読書週間は、終戦まもない昭和
２２年、まだ戦火の傷痕が至ると

◇共

～特集～★閲覧机特設コーナー★

★申込・参加料不要、どなたでも参加できます。

テーマは、 《秋のスポーツ》 １０月１６日～
みなさん「運動」していますか？今月は、“ぎふ清流国体”
“体育の日”もあります。秋といえば、スポーツも魅力的！
関連する本をご紹介します。

ころに残っているなかで「読書の
力によって、平和な文化国家を作
ろう」という決意のもと、出版社・

～朗読会プログラムご紹介～

取次会社・書店と公共図書館、そ

９月２７日（木）にケアハウス飛騨川で行った

して新聞・放送のマスコミ機関も加わってはじまりました。
ちなみに、シンボルマークは何の動
物か知っていますか？実は、鳥の「ふ
くろう」です。ギリシャ神話の世界で

催

２０１２年読書週間記念行事

■『図書館ボランティア“ｅ顔クラブ”による
図書のリサイクル市』開催
みなさんのご家庭から提供していただいた本や、図書館の除籍され
た本などを無償でご提供します。
◇と

き

朗読会「ケアハウス飛騨川朗読会」より
◇場 所

～出 演～
みのかも『声のドラマの会』
自主グループ「うたかた」

は、学問・技芸・

■『朗読にふれるひととき』
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と音楽とともにお楽しみください。

女神アテナの使者となっています。
記念行事も企画しています！ぜひ図書館まで！

◇と

中央図書館の臨時休館について

き

◇場 所
◇出 演

中央図書館では、
“ぎふ清流国体”の期間中、図書館を
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。
◆と き
◆場 所
◆問合せ

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

※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。

平成２４年１０月２７日（土）
２８日（日）
午前１０時～午後３時
美濃加茂市中央図書館 ２階 集会室

★どなたでも参加できます。

知恵のつかさどる

選手等の控え室として使用するため休館いたします。

平成２４年１０月２１日（日）
午後１時３０分～午後３時（午後１時開場）
美濃加茂市東図書館 ２階 視聴覚ホール
朗読グループ「高の会」
『寺内貫太郎一家』向田 邦子／著（新潮社）より
「身上調査」
「石頭」
「ビー玉」
美濃加茂市東図書館

図書館では、毎月図書の宅配サービスで“ケアハウス飛騨川”へ訪
問しています。高齢になると図書館へ来るのは大変なこと・・・。そんな
ケアハウスの入所者の方に物語に親しんでもらおうと出張朗読会を
開催しました。

◇プログラム

平成２４年１１月４日（日）
午後２時～午後３時
美濃加茂市中央図書館 ２階 集会室
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
「ヤクーバとライオン」ティエリー・デデュー／著
「希望の木」新井 満／著
『荷物の順番』森 浩美／著「こちらの事情」から

★申込・参加料不要、どなたでも参加できます。
ぜひこの機会に１度おこしください。

今回のプログラムは･･･
☆「声にして読む源氏物語」より

『桐壺』、『藤壺』

瀬戸内 寂聴／訳 日本朗読文化協会／編

講談社

☆「あほろくの川だいこ」
岸 武雄／文 梶山 俊夫／絵 ポプラ社

問合せは、会場まで
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！
一般書

～館内展示の予定～

原田マハさんは、美術館
のキュレーターを経て作家

『楽園のカンヴァス』

カウンター前展示コーナー

原田

♪『読書と椅子』展
期間：１０月２３日(火)～１１月１１日（日）
時間：開館時間内（11 日（日）は、午後５時まで）
主に市内木工作家のみ

になったという経歴の持ち

マハ／著

主。このキュレーターとい
う職業、最近よく耳にする

新潮社／出版

ようになった気が（私だ
け？）しますが、美術館や博物館で作品の保存や管理、展覧会の企画・

なさんが製作した作品を

運営を行う学芸員のこと。

“展示コーナー”を中心

この本は、そんな原田さんの経歴が存分

に館内のいろいろなスペ

に活かされた美術ミステリーです。スイス

ースで展示（設置）しま

人富豪の所蔵する画家アンリ・ルソーの作
※イラストは、
展示イメージです。

す。実際に座れる椅子も

（通称ＭｏＭＡ）の「夢」と瓜二つなその

※なかには、お座りいただけない作品もあります。

作品の真偽を巡り、ＭｏＭＡのキュレータ
ー、ティム・ブラウンと日本人研究者・早
川織絵が７日間にわたって静かな闘いを繰り広げます。少しずつ明ら

♪テーマ『日本語を楽しむ絵本』展示

かになる作品の真実、そしてティムと織江の間も…。
（私のような）美

期間：１０月３０日（火）まで
オノマトペ絵本（擬声語・擬態語）、さかさ言葉絵本など展示。

火

水

木

金

１

２

３

４

５

術や絵画に詳しくない方でも十分楽しめる小説です。

♪『レファレンスって何？』展
期間：１０月２４日（水）～１１月１１日（日）
“レファレンス”という聞きなれない言葉も図書館の仕事の
１つです。事例をあげて“レファレンス”を紹介します。

ロビー展示
期間：１０月９日（火）～１５日（月）
農業の大切さをパネルで紹介します！
♪『写真』展
期間：１０月２９日（月）～１１月１４日（水）
県職員退職者写真同好会のみなさんの写真を紹介します。

児童コーナー展示
♪『元永定正氏をしのんで』展

児童書
土

28 29 30 31

月のランプに星のロウソクの
もと、ムギばたけへ向かう鼻歌

『むぎばたけ』
福音館書店／出版

ギのジャックじいさんとカワネズ
ミが加わった。たわいもない話をしながら冒険にでも行くかのように、ただ、
ムギを見に行く。でも、それって不思議とうきうきする時間。
夜空の青と月明かりの黄、紫がかっ
た３匹の影。絶妙な色使いをもって、あ

☆５日～８日は、臨時休館（詳しくは、表紙へ）

「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

１
１０
０月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

アリスン・アトリー／作

好きのハリネズミ。そこへノウサ

たたかく芳しい夜を見事に描きぬいた
挿絵。そこを、まるで音楽のような文章
が流れるすばらしい作品である。すて
きな表現の数々を、自分のものにしたく
なって何度も何度も繰り返し読んだ。見
開きいっぱいに広がるムギばたけは、かがやいていて、そよいでいて、ムギ
たちの歌や風の音が本当に聞こえてくるみたい。一晩中眺めていたってき
っと飽きないだろう。秋は音に気付く季節である。そして、ひとり静かに耳を
すませ、沈黙に浸りたくなる季節である。

１日（月）～１０日（水）

昨年１０月３日に永眠された“元永定正”さんに哀悼の意を込めて
作品を紹介します。

日

月

火

水

木

金

土

6
△
７ ８ ９ 10 11 12 13
△
14 15 16 17 18 19 20
△
21 22 23 24 25 26 27
△
１

２

３

４

５

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

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

は、休館日

月

期間：１０月４日（木）～２３日（火）
のぞみ教室は日本の学校に初めて入る子どもたちのための教室。
勉強、活動中の写真や紙ねん土の作品など展示します。

期間：１０月

１
１０
０月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
日

♪『のぞみ教室作品』展

♪『農業用水パネル』展

品「夢をみた」
。ニューヨーク近代美術館

ありますよ！

児童（絵本）コーナー

～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
今月は、
“三和公民館まつり”がありますね！
図書館から、「北部分室アルバム Vol.２」の展示や、読み聞かせも
行います。ぜひお越しください。

Ｈ２４年１１月号 Ｎｏ．２０
さて、秋も深まってきましたね。
寒さも、さらに増してきます。
体調管理には注意してくださいね！

1

◇貸出日･･･11 月 6 日（火）、20 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･･･11 月 20 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：11 月 20 日（火） 午後１時 20 分ごろ～
・保育園：11 月 16 日（金） 午後１時ごろ～

ご協力ありがとうございました。
中央図書館の図書総点検結果報告！
中央図書館では、
“ぎふ清流国体”の期間中、図書総点検を
行い無事終了しました。
みなさまの、ご理解とご協力ありがとうございました。
今回見つかった不明本の冊数

１５１冊

★点検を行うと、
「不明になっている本の数」がわかります。
★４年間“不明”のままだと、除籍になります。
※図書総点検：図書館にある図書資料の所蔵確認と棚の
清掃作業。
この数は多いと思いますか？少ないと思いますか？
詳しくは、図書館ホームページでご報告します！

～１０月の行事をご報告！～
中央図書館
★１０月１７日（水）
蜂屋小学校の３年生９３名が
図書館の見学をしました。Æ
★１０月１７日（水）
・１８日（木）
西中学校から生徒さん３名が
職業体験に。
東図書館にも 3 名が体験へ。Ì
★１０月２７日（土）
・２８日（日）
図書館ボランティアｅ顔クラブ
による本のリサイクル市 È

・三和小学校朝読書：１１月 28 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

２０１２年読書週間記念行事

■『朗読にふれるひととき』
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と音楽とともにお楽しみください。
【と

き】

平成２４年１１月４日（日）
午後２時～午後３時
【場 所】 美濃加茂市中央図書館 ２階 集会室
【出 演】 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
【プログラム】 「ヤクーバとライオン」ティエリー・デデュー／著
「希望の木」新井 満／著
『荷物の順番』森 浩美／著「こちらの事情」から

★申込・参加料不要、どなたでも参加できます。
ぜひこの機会に１度おこしください。

～特集～★閲覧机特設コーナー★
テーマは、 引き続き《秋のスポーツ》 １１月
みなさん「運動」していますか？“食欲の秋”食べすぎが気

問合せ

中央図書館 ℡０５７４－２５－７３１６

になるところ･･･。体力づくり、スポーツのコツなど関連する
本をご紹介します。

中学生が選ぶ朝読書にオススメの本

～読み聞かせプログラムのご紹介～

オススメです。朝読書に１冊いかがでしょうか？

東図書館で職業体験を行った、西中学校の生徒さん３名による

10 月 10 日（水）に中央図書館で行った
乳幼児向け おはなし会「おひざでごろごろ」より

テーマ：「運動会とイモほり」

■『パパとムスメの７日間』
五十嵐 貴久／著
朝日新聞社出版局／出版
女子高生のムスメとサラリーマンのパパ

今回は、テーマに“運

の人格がある日突然入れ替わってしまった

今回の内容は･･･

動会”と入っているだけ

という話です。１度読み始めたら、最後ま

１.指あそび「５人のこびと」

に、体を動かすことをし

でおもしろくて、あっという間に読み終

２.絵

たかったので、「いもむ

本「よういどん」

３.わらべうた「いもむしごろごろ」

しごろごろ」の“わらべ

４.絵

本「ももちゃん どすこーい」

うた”でごろごろ転がっ

５.う

た「くまさん くまさん」

てもらいました。

６.絵

本「やさい」

７.絵

本「おいもさんがね」

８.あ そ び「イモ探し」

２～３歳のお子さん
には良いですが、１歳未

わってしまいます。

■『なでしこの告白 歴史を変えた最強女子２１人の真実』
週刊サッカーマガジン／編
ベースボール・マガジン社／出版社
努力・友情・勝利の日本人の心を揺さぶる、

満ほどでは、寝かされて

すべてがかいてある本です。

泣いてしまった子、恥ず

なでしこジャパンの象徴といえる話です。

かしくて（？）できない
子、いろいろいるようで
す。それでかまいませ
ん。家に帰ってリラック
東図書館
★１０月２１日（日）
朗読グループ「高の会」による
朗読会を開催。
Æ

■『鉛筆デッサン入門』
フォーラム１１／編

遊友出版／出版

鉛筆のけずり方から、本格的に描くまで、

スしているときに、遊び

１～１０まで書いてあります。デッサンに

みんな大好き！紙の山

に取り入れてもらえば

興味があったり、描いてみたいなら、この

紙を破って作った、落ち葉の山から“イ
モ”さがし･･･イモの中にはプチプレゼ
ント入りでした！

楽しんでもらえるかと

本を見れば描けます。

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！
中央図書館で職業体験を行った“西中学校”の生徒さん３名
によるオススメです。

～館内展示の予定～

『分身』
東野 圭吾／著
集英社／出版

カウンター前展示コーナー
♪『読書と椅子』展
期間：１１月１１日（日）まで
時間：開館時間内（11 日（日）は、午後５時まで）
主に市内木工作家のみなさんが製作した作品を

東野圭吾さんは、１９５８年大阪市生まれ。
大阪府立大学工学部電気科卒業。
この本は、私にそっくりな人がもう 1 人。

館内に展示（設置）します。

あなたにそっくりな人がもう 1 人。2 人の女

♪『グリム童話出版２００年記念』展

性の追跡と逃走のたびが始まる。傑作サスペ
ンスです。この本を読んで「ドキッ」とした所がいっぱいあってとて

期間：１１月１３日（火）～２７日（木）
グリム童話が出版されてから今年で２００年を迎えるのを

もおもしろい本です。普通じゃありえない。クローン計画が･･･。その

記念し、一般向けに関連図書の展示を行います。

後２人はどうなったのか？僕がこの本を読んでもすっきりした終わり
方で、とてもおもしろい小説です。

児童（絵本）コーナー

『容疑者Ｘの献身』
東野 圭吾／著
文芸春秋／出版

♪『グリム童話』展示
期間：１１月１日（木）～２７日（火）
グリム童話をもとにした

ある日、いつもの様にアパートで夕食を
作っていた靖子のもとに別れたはずの夫、
富樫 慎二が現れる。富樫の帰りぎわに娘の

１
１１
１月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

６

期間：１１月１１日（日）まで
“レファレンス”という聞きなれない言葉も図書館の仕事の
１つです。事例をあげて“レファレンス”を紹介します。
♪『わたくしのワーク・ライフ・バランス』展
期間：１１月１３日（火）～１２月１０日（月）
11 月 23 日は「ワーク・ライフ・バランス」の日です。自分や家族のワーク・
ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を考えるヒントをご紹介します。

ロビー展示
♪『絵手紙』展
期間：１１月２０日（火）～１２月６日（木）
絵手紙サークルの皆さんによる、心が通う絵手紙を紹介します。

児童コーナー展示

水

７

木

金

土
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3
◇
10
◇

11 12 13 14
○ 15 16 17
◇
18 19 20 21 22 23 24
◇
25 26 27 28 29 30
☆５日～８日は、臨時休館（詳しくは、表紙へ）

「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

その中で富樫を殺害してしまう。その時、

期間：１１月５日（月）～１５日（木）
「かちかちやま」「ももたろう」･･･
日本に古くから伝わる昔話を
いくつか知っていますか？絵本でご紹介します。

となりの部屋にいた石神はその事を察し、ひそかに思いを寄せている

１
１１
１月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

彼女のために、完全犯罪を考え彼女に提案する。しかし皮肉にも石神
のかつての親友、湯川 学がその事件の謎に挑むことになる。
この本を読んでいるあなたはどのような方法を使っているのかが全

日

月

火

水

く分からず真実を知りたいと、最後まで読まないと気がすまなくなっ
てしまうような本です。

『風の陰陽師－きつね童子』
三田村 信行／著
ポプラ社／出版
主人公の“安部晴明”は実際にいたとい
われている人物で、陰陽師という職業につ
いていました。この本は、その陰陽師“安
部晴明”をもとにした物語です。この「き

４
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６

７

木

金

土
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２
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3
△
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

つね童子」では主人公が少年の頃から青年
～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

までの間の話で自分の出生を知り“知徳法師”の元で修行を積み、陰
陽師になるまでを書いています。
小学生から、中学生くらいが読む物ですが、それ以上の方や、陰陽
師や安部晴明をあまり知らない方でも楽しく読める本です。

～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

は、休館日

５

火

美里のある出来事でトラブルになり２人は

は、休館日

４

月

♪『レファレンスって何？』展

♪『日本昔話絵本』展

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
早いもので、１２月。１８日（火）の貸出日には、
本を借りると図書館からクリスマス★プチプレゼント！
北部分室の１年はどうでしたか？来年もよろしくお願いします！

Ｈ２４年１２月号 Ｎｏ．２１
さて、今年もあとわずか。
今年１年はどんな年でしたか？
来年もたくさん本を読んでくださいね！

～読書週間はどんな本を読んだかな？！～
図書館職員は、こんな本読みました！ちょっとご紹介！

『海賊とよばれた男 上・下』

◇貸出日･･･12 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･･･1２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：12 月 18 日（火） 午後１時 20 分ごろ～
・保育園：12 月 21 日（金） 午後１時ごろ～クリスマススペシャル
・三和小学校朝読書：１2 月 12 日（水） 朝 8 時 15 分ごろ～
・乳幼児期家庭教育学級：“ほたるん”の読み聞かせはお休み

☆★クリスマス読み聞かせスペシャル★☆

■中央図書館
『おはなしランド冬企画★クリスマス会』
いつもの“おはなしランド”クリスマススペシャルで開催！
【と

き】

１２月１日（土）
午後１時３０分～２時３０分
【場 所】 美濃加茂市中央図書館 ２階 集会室
【内 容】 ・大型絵本
・手話ソング
・クリスマスカード作り
・ブラックシアター

中央図書館では、
かも美も参加！

今回は、 《クリスマス★特集》 １２月

東図書館
『にじのおはなし広場クリスマス会』

のだろうか？今の時代に生きて

クリスマスといえば、夢がいっぱい！

いつもの“にじのおはなし広場”クリスマススペシャルで開催！

いたら、日本はどうなっていた

日本のクリスマス、世界のクリスマス、いろんなクリスマス
を絵本や関連する本でご紹介！

【と
【場

き】
所】

～読み聞かせプログラムのご紹介～

【内

容】

百田

尚樹／著

講談社／出版

こんな人が本当に日本にいた

のだろう･･･？

～特集～★閲覧机特設コーナー★

歴史ドキュメント小説の傑作という帯の文句に惹(ひ）かれて読み
始めた作品でしたが、まるでドラマのような展開にぐいぐいと引き
こまれ、国岡鐡三（注：この小説の主人公で出光興産の創業者であ
る出光佐三のモデル）の世界にどっぷりと浸かってしまいました。

１１月１４日（水）に中央図書館で行った

社員を家族同様に大切にし、タイムカードなし馘首（かくしゅ：くび、
解雇のこと）なし定年もなし、という驚くような企業経営者の武勇伝と

しても楽しめますし、戦後の混乱期をくぐり抜け、日章丸事件で世
界をあっと言わせ、高度成長の波に乗り･･･と様々な苦難を乗り越
え、見事に会社を築き上げた主人公の生き様は涙なしでは読めませ
ん。ぜひハンカチのご用意を。

乳幼児向け おはなし会「おひざでごろごろ」より

中央・東図書館ともに

１２月２８日（金）～１月４日（金）まで
年末年始の休館日となります。
（※詳しくは、裏面各館のカレンダーをご覧ください。
）
★休館中の本の返却は、図書館外の返却ポストをご利用ください。

今回の内容は･･･
１.手袋人形「だれかがおとした帽子

猫バージョン」

２.工

作「秋のミニリース」

３.絵

本「はっぱじゃないよ ぼくがいる」

公園などで
ぜ～んぶ、家の
近くで材料が
手に入ります。
きれいな落ち葉な
ど、ボンドで輪に
なった台紙にくっ
つけたら、完成！

～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(土）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。

-----――･――---------――･――---------――･――-------★いずれも申込・参加料不要 どなたでも参加できます。
ぜひ、この機会にお越しください！

テーマ：「秋の色」

“職員からのオススメ”として毎月図書館通信に掲載しています。ぜひ、ご覧ください。

年末の図書館休館日ご案内。

午前１１時３０分～１２時３０分
１２月 １日（土） １階 にじのおはなし広場
８日（土） ２階 視聴覚ホール
１５日（土） １階 にじのおはなし広場
２２日（土） ２階 視聴覚ホール
何を行うかは、当日までのお楽しみ！

今回は、工作（“リース”）のボンドが乾く時間を考えて、最初に工作
の時間をとりました。材料は、完全天然素材！土台（台紙）にした部
分は、なんと“キウイ”のつるでした。
お母さんたちに、楽しんでいただけました。また、寒いからと家の中
にこもらず、落ち葉広いなど外での遊びに発展してほしいものです。
次回は、テーマ“冬の風物詩”！お楽しみに！

■『カルタとり大会』開催！参加者募集！
お正月恒例！「カルタとり大会」を今年も開催！

申し込みは、

【と

１２月２７日（木）までに
直接または電話で図書館へ！

き】

２０１３年１月６日（日）
午後１時３０分～２時３０分
【場 所】 美濃加茂市中央図書館 ２階 集会室
【対 象】 ５歳以上のお子さん
【参加料】 無料
【内 容】 ・ジャンボカルタ
・岐阜県方言カルタ
・郷土カルタ
☆最後にちょっぴりプレゼントあり！（ヒントは干支）

問合せは、開催（開場）館まで！
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！
～館内展示の予定～
児童（絵本）コーナー
♪テーマ『雪』展示

東図書館からのお知らせ！
中央・東図書館で職業体験を行った“東中学校”の生徒さん５名
によるオススメです。

『メジャーにはばたく夢 イチロー２』
四竈 衛／著
旺文社／出版

期間：１２月２５日（火）まで

絵本作家によるいろいろな雪の表現を集めます。

皆さん、イチローはご存知だと思います。イチ

カウンター前展示

ローは今でも有名なトップアスリートです。イチロー

♪『２０１２年ベストリーダー・ベストリクエスト』展

はなぜこれだけ、これだけヒットが打てるのか、そ

期間：１２月１１日（火）～２７日（木）

れは、日々の努力を重ね、
「メジャーリーグ」という大きな夢に向かっ

2012 年１月～１１月で貸出・予約が多数あった一般図書をご紹介！

て継続して取り組んだからです。その努力がどんなものかがのってい
ます。是非読んでイチローの努力の証をご覧ください。

～館内イベントの予定～

『ハリー・ポッターと賢者の石』
J.K.ローリング／著
静岡社／出版

★１２月２３日（日）
・２５日（火）
『図書館からのクリスマスプチプレゼント』
・数量限定、なくなり次第終了

有名なハリー・ポッターの１作品目です。

・カウンターで本を借りた方

11 歳の少年ハリー・ポッターをある日ホグワーツ

★２０１３年１月５日（土）～スタート

の鍵と領地を守る番人ルビウス・ハグリットがむか

『好評につき第３弾！本の福袋貸出！』

えに来て、ハリー・ポッターが魔法を学んでいく過程がかかれてい

・なくなり次第終了

ます。幼いながら邪悪な力と対決する様子は迫力満点です。是非、

・児童本・絵本を中心に３０袋！

お読みください。
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1月

☆1 月 4 日（金）まで、年始の休館

１

２

３

４

5
◇

「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）
★場所は、児童コーナー赤いじゅうたん
★１日（土）は、２階集会室
～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

期間：１２月１０日（月）まで
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を考えるヒントをご紹介！
♪『もうすぐクリスマス』展
期間：１２月１１日（火）～２５日（火）
「そもそも“クリスマス”って？」「サンタって本当にいる？」
そんな疑問や、クリスマスにぴったりの本・絵本をご紹介！

ロビー展示
♪『絵手紙』展

期間：１２月１０日（月）まで

絵手紙サークルの皆さんによる、心が通う絵手紙を紹介します。
♪『古井神社造営祈願フォトコンテスト２０１２写真』展
期間：１２月１１日（火）～１２月２５日（火）
古井神社の造営奉賛祈願として、展示します。

児童コーナー展示
期間：１２月１０日（月）～２０日（木）
寒い冬に身体かほんわかとあったかくなるような絵本を紹介。

「あなたは日本人のどこが好き？」と聞かれたら、
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２月
月の
のカ
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ー

あなたはどう答えますか？
すし、アニメ、礼儀、和菓子･･･など日本にしかないものを誇れると
いう人もいると思います。この本は僕たち日本人ではなく外国人から
見た日本が書かれています。僕たちには普通でも外国からは、すごい！
と思うことがたくさんあります。新しい日本の一面に出合える本です。

『化物語 上・下』
西尾 維新／著
講談社／出版
春休み、吸血鬼におそわれてから、いろいろな

日

月

火

水

木

金

土

７

1
△
8
△

☆28 日～31 日は、年末の休館日
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怪異に遭遇するようになった少年。怪異にとりつかれた少女、怪異な

23 24 25 26 27 28 29

少女、様々な怪異を見ては、命がけで助けていく。命がいくつあって

30 31

も足りないぐらい迫力がいっぱいな作品です。

『とある魔術の禁書目録』
鎌地 和馬／著 メディアワークス／出版
科学と魔術が交差するとき、物語は始まる・・・。
科学は物語の表と魔術の裏という、全く別の舞台で行
われるストーリー。主人公、上条当馬のもとにいきなり、インデック
スとなのるシスターが現れ…超能力 vs 魔術、超能力 vs 超能力など…
次々とメディア化もしている面白いシリーズ小説です。

1月

は、休館日

２

1
◇
8
◇

は、休館日

☆28 日～31 日は、年末の休館日

土

♪『わたくしのワーク・ライフ・バランス』展

♪『ほんわかする絵本』展

『私は日本のここが好き！』
加藤 恭子／編
出窓社／出版
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のカ
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ダー
ー

～館内展示の予定～
カウンター前展示

☆1 月 4 日（金）まで、年始の休館

１

２

３

４

5
△

「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、または２階視聴覚ホール
～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
年が明けました！
寒さ真っ盛り！外で元気に遊ぶのはもちろん、あったかい家の中、
コタツで読書もいいかもしれませんね！

Ｈ２５年１月号 Ｎｏ．２２

◇貸出日･･･１月８日（火）
、２２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･･･１月２２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 ： １月２２日（火） 午後 1 時２０分ごろ～
・保育園 ： 「ほたるん」の読み聞かせは、お休み
・三和小学校朝読書 ： １月９日（水）午前８時１５分ごろ～
・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～
テーマは、 《冬と雪》
さむ～い“冬”。どのように、お過ごしですか？

昨年は、図書館のご利用、ありがとうございました。
今年も、図書館をよろしくお願いいたします！
さて、今年の干支は「巳（み）年」、へび年ですね。
どんな年になるのでしょうか？楽しみですね！

お正月恒例！「カルタとり大会」を今年も開催！
【場 所】 美濃加茂市中央図書館 ２階
【対 象】 ５歳以上のお子さん
【参加料】 無料
【内 容】 ・ジャンボカルタ
・岐阜県方言カルタ
・郷土カルタ
☆最後に、プレゼントあり！お楽しみに！

集会室

■２月１０日（日） 午前１０時～１２時
『読書サークル協議会「読書交流会」』

★閲覧机特設コーナー 期間 ：２月末まで

～今年もよろしくお願いします！～

■１月６日（日）
午後１時３０分～２時３０分
『中央図書館 カルタとり大会２０１３』

読書が好きな人同士の輪を広げるよい機会です。
《テーマブック》
『地をはう風のように』高橋 秀雄／著
（H２４年度中学生夏の課題図書）

冬といえば雪！そんな本をご紹介します！

～読み聞かせプログラム紹介～
１２月１２日（水）に中央図書館で行った
乳幼児向け おはなし会「おひざでごろごろ」より

【と
こ
ろ】
【参加料・申込】

中央図書館
不要

２階

福音館書店

集会室

本が好きな人、テーマブックや作者に興味がある人は
気軽にご参加ください。

１月から行事も入っています。ぜひ、図書館にお越しください。

テーマ：「冬じたく」

東図書館の臨時休館について
東図書館では、図書総点検（図書資料すべての確認
及び棚の清掃作業）を行うため、臨時休館いたします。
《期

間》

２０１３年２月１３日（水）～
２月１７日（日）
★期間中、本の返却は返却ポストまたは中央図書館で
返却できます。
★CD・DVD・ビデオ・レプリカは、期間以降、
東図書館カウンターにてお返しください。
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。

今回の内容は･･･

今月は・・・

今回は、“おんぶあそ
び”を行いました。ここ
２.絵
本「ぼうし（長新太）
」
で知ったことが 1 つ。最
近では、おんぶしている
３.絵
本「おしくらまんじゅう」
４.手あそび「なっとうなっとうネーバネバ」 子を“バァ～”といって
あやすことは、しないと
５.おんぶあそび「きょねんのややと」
の事。少し前までは、定
６.紙 芝 居「サンタ サンタ サンタ」
番だったような･･･？
７.工
作「クリスマスツリー」
わらべうた（おんぶあ
そび）を紹介できて良か
ったと思います。
６組の親子さん、１組
は、おばあちゃんとの参
加でした。全体的に年齢
が１歳未満･･･けれど、
４ 月 に 会 っ たと き よ り
もみなさん、大きくなっ
ていました。“成長”を
実感した１２月でした。
１.手あそび「みかんをとって」

■２月１１日（月）から、受付スタート！
『東図書館ロビーで自慢の作品を
展示してみませんか？』
東図書館では、より多くの方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！
2013 年４月１日（月）～９月３０日（月）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
【受
付】 先着順（定員になり次第締め切り）
【予定定員】 ８組（個人での申込も可能です）

【展示期間】

☆絵画、書、俳句、写真など、自作の自慢の作品を募集
☆興味のある方は、直接または電話でお気軽に東図書館まで
お問合せください。

問合せは、開催（開場）館まで！
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！
一般書

～館内展示の予定～

『終わらない歌』

カウンター前展示コーナー
♪『本の福袋～絵本・児童書』１月５日（土）～なくなり次第終了！

宮下

奈都／著

音楽の原点に自ら触れた気がし
た未来ある女子高生たち。

実業之日本社／発行

好評により第３弾！限定３０袋！

何のために歌うのか。

前作「よろこびの歌」から３年。

好きな道を歩んではいても、ささい

期間：１月８日（金）～２５日（金）

なことに自信を失い、周りの人の眩し

(社)読書推進運動協議会が選定した新成人におすすめの

さに自分がかすんで見える。１０代も

図書を紹介します！

２０代も、そして大人たちも、きっと

児童（絵本）コーナー

ぜひ、
中央図書館まで！

アバター』

◆『Snow White

白雪姫』

◆『わたしを離さないで

♪『写真』展
期間：１月９日（水）～２３日（水）
市内牧野在住の田中さんの作品を展示します。
♪『押し花』展

葛藤に揺れ、自問自答の日々。

期間：１月５日（土）～２９日（火）

“巳（へび）年”にちなんで、
“へび”が出てくる絵本をご紹介!

◆『AVATAR

期間：１月２９日(火)～２月１２日（火）

そこから抜け出して這い上がる力、

押し花サークルのみなさんの作品を展示します！

前へと押し出す力を与えてくれるのも、
また誰かの何気ない一言であったり、一節の歌であったりします。自
分の何気ない一言もまた、どこかで誰かを温かくしていたら幸せなこ

児童コーナー展示
♪『鬼・豆まきの絵本』展
期間：１月２１日（月）～２月３日（日）

とですね。

NEVER LET ME GO』

◆『ソーシャル・ネットワーク

期間：１月１０日（木）～２９日（火）

ロビー展示

誰しも心の内は同じ。

～新しい DVD が入ります！～

♪『干支に関する展示』展

今年の干支“巳（へび）”にちなんだ本を紹介。

中にどんな本が入っているかはお楽しみに！
♪『若い人に贈る読書のすすめ』展

♪テーマ『へび』展示

～館内展示の予定～
カウンター前展示

節分にちなんだ

the social network』

絵本を紹介します。

◆『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』
◆『ハリー・ポッターと死の秘宝

PART１・２』
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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
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日
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3.11 大震災復興支援企画』

河北新報社／出版

６

７

火

水

１

２

８
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木
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5
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３
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たい」読者の声から生まれたプロジェクト。宮

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

城県仙台市にある河北新報社が支援に対する

27 28 29 30 31

「伝えられなかった言葉をどうにかして伝え

感謝の気持ちを言葉に込めた「ありがとうの
詩」の募集を呼びかけ、４６０編の作品が集まりました。詩人の和合亮
一さんたち審査員が選んだ５０編の作品がおさめられています。なかな

「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

か東北へ行ってもボランティアができないと思っている人でも、自宅に
～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

いて支援できる事がある事を知りました。
新聞の力、言葉の力の偉大さを感じ、思わず涙し、暖かい気持ちにな
ります。生きるとは何かを教えられるようです。

～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

は、休館日

７

火

は、休館日

６

月

図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
とても寒い毎日が続いていますが、暦の上では、２月３日の
「節分」
、４日の「立春（りっしゅん）」で、
「春」になります！
寒さに負けずに頑張りましょう！

Ｈ２５年２月号 Ｎｏ．２３
～第１４８回芥川賞・直木賞が発表されました！～
第１４８回“芥川賞”“直木賞”が、１月１６日に発表されまし

◇貸出日･･･２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･･･２月１９日（火）
◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？

た。今回受賞した作品を少しだけご紹介！

・北部分室 ： ２月１９日（火） 午後 1 時２０分ごろ～

～直木賞～

・保育園 ： ２月１５日（金）午後１時ごろ～

龍太郎／著
日本経済新聞出版社／発行

著者は
岐阜県出身！

『何者』朝井

リョウ／著

新潮社／発行

・乳幼児期家庭教育学級 ： ２月２６日（火）午前１０時４５分ごろ～

～特集～
★閲覧机特設コーナー 期間 ：２月末まで

『ａｂさんご』黒田

夏子／著

さむ～い“冬”。どのように、お過ごしですか？
冬といえば雪！そんな本をご紹介します！

～読み聞かせプログラム紹介～
文藝春秋／発行

著者は、史上最年長７５歳での受賞。いくつか作品が
入っていますが、『ａｂさんご』は横書き。ひらがなが多
い、ちょっと不思議な作風も見所の１つ。

平成２５年４月～ スタート！
図書館では、より、多くのみなさんに利用していた
だくため休館日・開館時間を変更します。

１月９日（水）に中央図書館で行った
乳幼児向け おはなし会「おひざでごろごろ」より

テーマ：「お正月」
１.手あそび「たまご たまご」
２.お 手 玉「ぺったら ぺったん」
３.わらべうた「かれっこやいて（おもちバージョン）」
４.絵

本「にらめっこしましょ（長新太）」

６.絵

本「わんわんおかお」

７.工

作「おりがみ

へび」

《休館日について》
★中央図書館 → 毎週月曜日
（祝日のときは、翌日火曜日）
★東図書館

→ 毎週金曜日
（祝日のときは、前日木曜日）

★両館共通休館日 → ・毎月最終水曜日（図書整理日）
・１２／２９～１／３

みなさま、よろしくお願いいたします。

中央図書館
不要

２階

集会室

本が好きな人、テーマブックや作者に興味がある人は
気軽にご参加ください。

■２月１１日（月）から、受付スタート！
『東図書館ロビーで自慢の作品を
展示してみませんか？』

おりがみで作った「へび」！
“こ○のぼり”じゃないよ！
両面のおりがみを使うと、カラフルに！

2013 年４月１日（月）～９月３０日（月）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
【受
付】 先着順（定員になり次第締め切り）
【予定定員】 ８組（個人での申込も可能です）

【展示期間】

☆絵画、書、俳句、写真など、自作の自慢の作品を募集
☆興味のある方は、直接または電話でお気軽に東図書館まで
お問合せください。

■２月１３日（水）～１７日（日）臨時休館
『東図書館の図書総点検について』

今回の内容は･･･

５.ふれあいあそび「めぐろさん」

■中央・東図書館とも土・日・祝日を全て開館！
■東図書館は、平日、午後８時まで開館！

【と
こ
ろ】
【参加料・申込】

福音館書店

テーマは、 《冬と雪》

“就職活動”で、悩む就活大学生たちの物語。
「自己分析」「自己ＰＲ」･･･就活から、仲間・自分の
中で「自分」探し。はたして、自分は「何者」？

～芥川賞～

《テーマブック》
『地をはう風のように』高橋 秀雄／著
（H２４年度中学生夏の課題図書）

・三和小学校朝読書 ： ２月１３日（水）午前８時１５分ごろ～

『等伯』安部

舞台は、安土桃山時代。戦国時代に活躍し
た“絵師”長谷川 等伯の物語。彼が人生をか
けて目指したものとは？

■２月１０日（日） 午前１０時～１２時
『読書サークル協議会「読書交流会」』

今月は・・・
今回は、参加人数が
少なめでした。
寒さと、最近ではイン
フ ルエ ンザ が流 行し
始 めた ため でし ょう
か。人の集まる所に行
ったときは、手洗い、
う がい を家 に帰 って
か らし っか り行 いた
いものですね。

東図書館では、図書総点検（図書資料すべての確認及び棚
の清掃作業）を行うため、臨時休館いたします。
☆期間中、本の返却は返却ポストまたは中央図書館で
返却できます。
☆CD・DVD・ビデオ・レプリカは、期間以降、東図書館
カウンターにてお返しください。
※中央図書館は、通常通り開館

■２月１６日（土） 東図書館 読み聞かせ
『にじのおはし広場 のお休み』
東図書館では、２月１６日（土）が図書総点検の期間中
のため“にじのおはなし広場”お休みします。

問合せは、開催（開場）館まで！
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！
一般書

『フェリックスとゼルダ』

～館内展示の予定～

モーリス・グライツマン／著

カウンター前展示コーナー

あすなろ書房／発行

♪『図書館の中で読む本』展示

いつかきっと迎えに来てくれると信じ、

期間：２月１３日（水）～２６日（火）

～館内展示の予定～
カウンター前展示
♪『絵本と賞』展
期間：２月７日（木）～２６日（火）

今年度購入した参考図書、高額図書といった館外貸出しが

３年８ヶ月の間両親を待ち続けていたフェ

昨年、国内巡回展が愛知県にやってきた、“ブラティスラヴァ世界

できない資料をご紹介します！

リックスは孤児院を抜け出し、自分の暮ら

絵本原画展”をメインに、世界に認められた日本人作家やその

していた町へと旅に出ます。

作品をご紹介します。

児童（絵本）コーナー

――ナチスは、
「本」だけでなく

♪テーマ『こんなお菓子が食べたいな』展示
期間：１月３１日（木）～２月２６日（火）

目を背けたくなる酷い現実を、子どもの目線で淡々と語られていきま

おおきなプリンやケーキなど、絵本に出てくる突飛なお菓子を紹介。
ご紹介します!

読み・書き支援員養成基礎講習会を開催！
高齢者や障がいを持つ方のために、読み・書きをお手伝い
する取り組みです。
【と き】
【ところ】
【参加料】
【定 員】
【申 込】

３月１５日（金）
・１６日（土）
美濃加茂市中央図書館 ２階 集会室
資料費 1,500 円
４０名（先着順、定員になり次第終了）
大活字普及協会 事務局

火

水

木

６

７

押し花サークルのみなさんの作品を展示します！

『レ・ミゼラブル１～７巻』
ヴィクトル・ユーゴー／著
豊島 与志雄／訳
岩波書店／発行

期間：２月１９日(火)～３月７日（木）
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
♪『世界の昔話絵本』展示
期間：２月２０日（水）～２８日（木）
世界各地に伝わる昔話絵本を紹介します。
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「おはなしランド」（読み聞かせ）
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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）
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ン･ヴァルジャンが、ある出来事を境に、どんなに
自身が不幸になっても人を信じ、真心を命が尽き

３

るまで貫き通した生涯の物語です。
出てくる登場人物全てが、何かしらの悲しみや
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になる･･･タイトルどおり「悲哀」「無情」な物語ですが、多くを失っても、
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△

主人公の行動と真心により人々を変えてゆく姿は、決して「無情」だけの

24 25 26 27 28

悪意を持っていて、大切な人のために自らが不幸

物語ではなく、まさに「無償の愛とは何か？」を考えさせられます。
長い物語ですが、児童版では上・下２巻セットで、非常に読みやすくな

『ジャン・ヴァルジャン
物語 上・下』
ヴィクトル・ユーゴー／著
豊島 与志雄／訳
岩波少年文庫／発行

っています。（ただし、カット
されている部分が多数あ

「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 ※１６日（土）はお休み
★１３日（水）～１７日（日）は図書総点検
詳しくは、
「行事・各種ご案内」をご覧ください。

り。）名作だけれど、物語が
長そうで･･･と思われる方
は、児童版から読んでみて
はいかがでしょうか？

は、休館日

５

語の日本語タイトルは“『噫無

期間：１月２９日(火)～２月１２日（火）

一切れのパンを盗んだために長い監獄生活を

は、休館日

４

明るさのように、明るい未来に…と、願わずにはいられません。

画で話題になりました。この物

♪『押し花』展

♪『写真』展

昔を振り返るように語り進められるその先は、きっと彼の持ち前の

情（ああむじょう）
』”です。
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スも放りこまれます。

ミュージカルで、最近では映
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月の
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す。かつて両親が乗せられていっただろう貨車に、やがてフェリック

一般書

詳しくは、図書館 HP または、直接図書館までお尋ねください。

日

ロビー展示

「ユダヤ人」そのものが嫌いなんだ――

～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
今年度も残りわずかとなりました！
卒業・卒園の季節です。1 年間いかがでしたか？
続いて、進級、入学・入園が待っています。
思い出いっぱい、みんなで作ってくださいね！

Ｈ２５年３月号 Ｎｏ．２４
２月に行った東図書館の図書総点検は
無事終了いたしました。
みなさまの、ご理解とご協力ありがとうございました。
これからも、東図書館をよろしくお願いいたします。

◇貸出日･･･３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･･･３月１９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 ： ３月１９日（火） 午後 1 時２０分ごろ～
・保育園 ： ３月１５日（金） 午後１時ごろ～
・三和小学校朝読書 ： ３月１３日（水）午前８時１５分ごろ～

■３月１５日（金） 午後 １時～５時
１６日（土） 午後１２時～５時
『読み書き（代読・代筆）
情報支援員養成講座基礎講習会』
【と

こ

ろ】

中央図書館

【参

加

料】

１，５００円（資料代、当日支払）

員】

４０名（先着順、定員になり次第終了）

【定

集会室

【申 込 方 法】 申込用紙(※）にて、FAX・メールまたは
直接、お電話でも可能です。
【申

込

先】

■NPO 法人 大活字文化普及協会事務局
FAX ０３－５２８２－４３６２

～特集～

ﾒｰﾙ masamitsu@daikatsuji.co.jp

★閲覧机特設コーナー

■中央図書館

テーマは、 《桜U桜》 期間 ：４月１６日（火）まで

FAX ０５７４－２７－２６４７

春といえば、やっぱり“桜”！関連する絵本などをご紹介！
さらに、思い出をきれいに！アルバム作りの本もご紹介！

２階

ﾒｰﾙ
【問

合

せ】

lib-chuoh@city.minokamo.lg.jp

■NPO 法人 大活字文化普及協会事務局
TEL ０８０－４０７１－９４０２
http://www.daikatsuji.co.jp
■中央図書館

～読み聞かせプログラム紹介～
２月１９日（火）に北部分室で行った
三和小学校、低学年向け 読み聞かせおはなし会より

ついでに、花粉の季節です.

平成２５年４月～ スタート！
図書館では、より、多くのみなさんに利用していた
だくため休館日・開館時間を変更します。

月に１度、北部分室で三和小学校の低学年の子どもたちにボラ
ンティアによる読み聞かせを行なっています。
今回の内容は･･･
１.絵

本「かあさんのこもりうた」

２.絵

本「ゴリラのビックリばこ」

【と
【参

《休館日について》
★中央図書館 → 毎週月曜日
（祝日のときは、翌日火曜日）
→ 毎週金曜日
（祝日のときは、前日木曜日）

★両館共通休館日 → ・毎月最終水曜日（図書整理日）
・１２／２９～１／３

みなさまの、ご利用をお待ちしています。

高齢者や障がいを持つ方に、読み・書きの支援をすることで
情報の入手・発信のお手伝いをする取り組みです。
読み・書きに困っている方のために、今できることを始めて
みませんか？

■毎月第４土曜日 １０時～
『第４土曜映画会！』

■中央・東図書館とも土・日・祝日を全て開館！
■東図書館は、平日、午後８時まで開館！

★東図書館

※申込用紙は、図書館または図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから
★詳しい講習内容は、図書館にチラシがあります。
★受講された方には、
「基礎講習終了証」を交付します。

こ
加

ろ】
料】

東図書館
無料

２階

視聴覚ホール

家でＤＶＤ鑑賞も良いですが、
おおきなスクリーンで映画を見て
みませんか？
ぜひ、第４土曜日は東図書館まで！

今月は・・・
１・２年生の子どもたちが聞いてくれました。
読み手のすぐ近くで聞いてくれるので、絵本のあたたかさも
楽しさもお互いに伝わりあってよいなぁ～と思いました。
（北部分室ボランティアほたるん より）

問合せは、開催（開場）館まで！
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！
２月に中央・東図書館で、東濃実業高校の生徒さん
４名がインターンシップを行いました。そこで、４人の

～館内展示の予定～

「高校生からのオススメ本」を１冊ずつ紹介しようと思

カウンター前展示コーナー

います。

♪『東日本大震災と防災』展示

♪『H24 年度ベストリーダー＆リクエスト』展

今回はまず２冊、来月４月にもご紹介します！

期間：３月８日（金）～２６日（火）
東日本大震災と防災に関連する本を展示します！

～一般書～

♪『生け花』展示

『遠まわりする雛』

少し前にアニメ化されて

期間：３月２７日（水）～３０日（土）

話題となりました。古典部

福田社中。美しい花の世界を展示します。

米澤 穂信／著
角川書店／発行

シリーズの第４弾と成るこ

児童（絵本）コーナー
期間：３月１日（金）～３月２６日（火）
期待と不安がいっぱいの“入園・入学式”に関する絵本を展示!

岐阜県神山市がこのストーリーの

展示紹介します！

児童コーナー展示
♪『新入園・新入学に出会う本』展示
期間：３月２６日（火）～４月１１日（木）
新入園・新入学を迎えた子どもたちに、人とかかわることの
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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

について推理してみてください。
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『下妻物語』

月

火

水

木

～一般書～

嶽本 野ばら／著
小学館／発行

下町下妻を舞台に 1 人のロ
リータファッションの女の子
と 1 人のヤンキー娘が繰り広

げる友情物語です。主人公である桃子
は友達もいなく独りで過ごす日々中学
の頃にロリータファッションに目覚め
父親からお金をもらっては買う･･･と
いうことを繰り返していました。そん
な中、一通の手紙が桃子に届き「服を
買いたい」と名乗る少女が現れます。
“イチコ”と名乗る少女は地元下妻で
有名なヤンキーでした。
現代なのに、どの年代にも受け入れられるような物語です。
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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

４

大切さを教えてくれる絵本を紹介します。

の折木奉太郎や古典部の部員と一緒になにげない日常の出来事

は、休館日

３

木

期間：～３月７日（木）まで

期間：３月１２日(火)～２６日（火）

短編集なので読みやすく、主人公

水

♪『写真』展

絵、雑誌、詩、雑貨など、市内在住の田原さんの作品を

トーリーです。

火

ロビー展示

編集です。

年の春休みまでの１年間を描いたス

月

H２４年度にリクエスト・貸出の多かった本をご紹介！

編６作に書きおろし１策を加えた短

部の部員４人の高校入学当初から翌

日

２６日（火）

♪『ミルチャン』展

舞台となっています。神山高校古典

３
３月
月の
のカ
カレ
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ー

期間：３月１１日（月）～

美写会のみなさんの写真を紹介します！

の本は、前３作とは異なり短

♪テーマ『入学入園の準備に』展示

～館内展示の予定～
カウンター前展示

