図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
新年度になったので、図書館を利用してみよう！
今年も、
“ほたるん”が読み聞かせなどで、みなさんのも
とに向かいます！お楽しみに！

Ｈ２５年４月号 Ｎｏ．２５
新年度になりました！図書館から、お知らせがあります。
みなさま、よろしくお願いします。

～図書館の開館時間と休館日について～
■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！
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。

《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

■中央図書館の臨時休館

平成２５年５月７日（火）～２１日（火）
中央図書館では、館内タイル壁面の
老朽化により、壁面の耐震・修理のため、

◇貸出日･･･４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･･･４月１６日（火）
◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？
・保育園 ： ４月１６日（火） 午後１時ごろ～
・三和小学校朝読書 ： ４月１０ 日（水）午前８時１５分ごろ～
【お知らせ】毎月第３火曜日の貸出日に行なっていた読み聞かせは
なくなります。みなさま、ありがとうございました。

～特集～

みなさまには、ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。

～図書館の利用について～
■「ほんナビきっず」
図書館ホームページに新たなサイトが加わりました。

さらに、思い出をきれいに！アルバム作りの本もご紹介！

加

【定

料】

無料

員】

各館３０名

【申 込 方 法】

４月７日（日）から受付開始
チラシにある申込書、直接電話で

【講

師】

国枝

直子さん

～講師ご紹介～

小学校などでわらべうたの講師を務めている。

★生活や遊びの中で生まれ、時間をかけて歌い継がれてきた
“わらべうた”
。子どもとふれあいながら、らわらべうた遊びを

～読み聞かせプログラム紹介～

体験してみませんか？
１日だけ参加でも大丈夫！

『わらべうたあそび』は全３回コース！

３月１３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

第２回目 ５月１９日（日）
第３回目 ６月１６日（日）
第２・３回は、午前１１時～１２時 東図書館で開催！

今回の内容は･･･

《子ども読書の日記念行事 関連展示！》

１.手話でうた「おはながわらった」
２.絵

『わらべうたを知っていますか？』展

本「ちょうちょ ひらひら」

中央図書館：４月２日（火）～２９日（月）
東図書館 ：４月１０日（水）～５月１２日（日）

３.手あそび「ひらひらひら」
４.絵

本「ころころ にゃーん」

４組の親子さんの参加でした。

５.わらべうた「ずくぼんじょ」
６.工

作「ペーパーローリング棒」

更新にともない、みなさまには、本の貸し出しの時に住所の確
認等をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

ました。ぜひ一度、お越しください！

【参

わらべうたの魅力を伝えたいという思いから、保育園・

春といえば、やっぱり“桜”！関連する絵本などをご紹介！

「おはながわらった」を１人のお母さんが知ってみえるよう
でした。でも、多くの人に知ってもらいたい…。そんな思いか
ら、何度も繰り返し行ないたいと思います。

児童コーナー・ポスター掲示板前に棚を設置し

『子ども読書の日記念
わらべうたあそび』

日本コーダイ協会、日本民族音楽学会員。

絵本などが検索することができますよ！

みなさんに、よりよく利用していただくため、

午前１１時～１２時
午後 ２時～ ３時

テーマは、 《桜U桜》 期間 ：４月１６日（火）まで

今月は・・・

■中央図書館に本の棚が増えました！

午前の部 東図書館
午後の部 中央図書館

八百津町在住。名古屋音楽大学ピアノ専攻卒業。

子ども向け、図書検索サイトです。

■図書カードの更新を行います！４月１日～

※どちらも内容は同じです

★閲覧机特設コーナー

テーマ：「春よ来い」

臨時休館を行います。

■４月２１日（日）

「カメレオン棒」とも言う
そうです。ストローと新聞
紙があればできますよ！
魔法スティックのように
よく伸びます。

■４月２７日（土） 午後１時３０分～
『おはなしランド スペシャル』
【と
【参

こ
加

ろ】
料】

中央図書館 ２階 集会室
無料

子ども読書の日を記念して、いつもの
“おはなしランド”がスペシャルに！
かも丸・かも美も図書館にやってくるよ！

問合せは、開催（会場）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「高校

～館内展示の予定～

生からのオススメ本」を１冊ずつ紹介、先月まず２人の

カウンター前展示コーナー

オススメ本を紹介しました。

♪『本屋大賞の本』展示

～一般書～

期間：４月４日（木）～１８日（木）

♪『わらべうたを知っていますか？』展

『手紙』

発表が４月９日に迫る“２０１３年本屋大賞”過去の

東野 圭吾／著
毎日新聞社／発行

大賞受賞作・ノミネート作品を展示します！

児童（絵本）コーナー

両親を失い、高校三年生の弟の親代わ

♪テーマ『子どもに手渡したい絵本』展示

期間：４月１０日（水）～５月１２日（日）
美濃加茂市に伝わる“わらべうた”も紹介しますよ！

ロビー展示
♪『写真』展
期間：４月２日（火）～１６日（火）
うまし

期間：４月２日（火）～５月１２日（日）

りをしていた兄だったが、ある日、体を

日本図書館協会選定の絵本を紹介します!

壊してしまう。弟にお金の心配をされた
彼は空き巣を試みたが、家主に見つかり
殺してしまった。無期懲役の刑を受け、

期

～館内展示の予定～
カウンター前展示

間：５月３日（金）
・４日（土）
・５日（日）

弟に手紙を送る日々。残された弟は“人殺しの弟”というレッテル

“本の福袋”を好評により第４弾として、
「子ども読書の日」

を貼られ、思い通りの生活ができず苦難の日々を送る。どうして良

を記念して絵本や児童書中心に貸出します！

いか分からず悩む弟に、勤め先の社長からヒントが。悩みぬいた末

※本の貸出カード１枚で、１セットです。

の弟の決断とは．
．．。最後まで考えさせられる一冊である。

市内在住の田中 美 さんの作品を展示紹介します！
♪『水墨画』展
期間：４月２３日(火)～５月７日（火）
上古井交流センターで活動されている水墨画サークル
飛墨会のみなさんの作品を展示します！

児童コーナー展示
♪『子どもに手渡したい絵本』展示
期間：４月１５日（月）～５月１２日（日）
「図書館でそろえたいこどもの本・絵本」（日本図書館協会/出版）
に基づき、子どもたちに読んで欲しい絵本を紹介します。
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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

～児童書～

サン＝テクジュベリ／著
岩波書店／発行
サハラ砂漠に不時着した飛行

４
４月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
日

士が、一人の男の子に出会いました。そ
の男の子は小さな星に住む王子さま。自
分の星をあとにして６つの星をめぐった
後、地球にやってきたのでした。旅の話
や地球で出会ったヘビやキツネの話をす
る中で、王子さまは心に響く言葉をいく
つも残してくれます。
「大切なものは目に見えない」
。あたり
前のように聞こえてきますが、なかなか
気付かない言葉です。王子さまの純粋な
所がとても可愛らしく、また一つ一つの言葉に深く考えさせられる
物語です。何度読んでも新たな発見ができるお薦めの一冊です。
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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
★１３日（土）は、「にじのおはなし広場」お休み
～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

月

は、休館日

日

『星の王子さま』

