図書館ホームページ

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

いこいのほんだな
さて、今月から北部分室ボランティアほたるんは、新たに
山之上乳幼児学級へも参加します！よろしくお願いします。

Ｈ２５年６月号 Ｎｏ．２７
梅雨の季節になりました。
雨の日、外で遊べない日はゲームいいけど
図書館で本を１冊いかがでしょうか？

◇貸出日･･･６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･･･６月１８日（火）
◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？
・保育園 ：６月１２日（水） 午後１時ごろ～

～中央図書館の壁が新しくなりました～
Before

・三和小学校朝読書 ：６月２０日（木）午前８時１５分ごろ～
・三和・伊深乳幼児学級 ：６月２５日（火）午前１０時４５分ごろ～

After
～特集～

■６月１日（土） 午前１０時～１２時
『美濃加茂市読書サークル協議会

～読書交流会～』
テーマブック：
「舟を編む」 三浦 しをん／著 光文社
【と

こ

ろ】

【参加料・申込】

東図書館 ２階 視聴覚ホール
不要

テーマブックについて語り合います。
本が好き、テーマブックや作者に興味の
ある人は、気軽にご参加ください。読書
好きの輪を広げてみませんか？

★閲覧机特設コーナー
テーマは、 《トイレの本》
期間：６月１８日（火）～７月１６日（火）まで
「トイレ」って、せまいし、夜は怖いし、だけど入ると安
中央図書館の臨時休館中、みなさまには大変ご迷惑をお掛けしま
した。みなさまのご協力のもと、館内壁面工事および図書総点検を
無事終了することが出来ましたこと、お礼申し上げます。
今後も、中央図書館をご利用いただきますようよろしくお願いい
たします。

～今年もやります！緑のカーテン!!～
今回は昨年よりもパワーアップ！
、
「アサガオ」や「パッションフルー
おなじみ「ゴーヤー」
ツ」をはじめ、今年はさらに「ミニ兵丹（瓢箪）」に「ヘチマ」
の栽培に挑戦！
中央図書館、
児童コーナーの
窓を観察してみ
てくださいね！
５月末現在、
小さな芽が出て
きました！

～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！
《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（年末年始）

心する･･･。そんなトイレに関する本をご紹介！

～図書館ボランティア活動紹介～
図書館ではボランティアのみなさんに、より良い図書

■６月１６日（日） 午前１１時～１２時
『第３回

わらべうたあそび』

【と こ

ろ】

東図書館 ２階 視聴覚ホール

【参

料】

無料

加

【定

員】

３０名

【講

師】

国枝

直子さん

第３回目、今回はどんなわらべうたで遊べるのでしょうか？
お楽しみに！

館作りのためにさまざまな分野の活動でお手伝いいただ

■『ダイバーシティと男女共同参画

いています。
今月は、そんなボランティアのみなさんの最近の活動を
ご紹介します！（今回は中央図書館での活動）
４月２３日（火）午前中
５月に行った、
「本の福
袋」
（中央図書館貸出）を
覚えていますか？
実は本を入れていた英字
新聞のリサイクルエコバッ
クは、ボランティアのみな
さんが作成のお手伝いをし
てくださいました。
５月８日（水）午前中
中央図書館の臨時休館中、
館内では、工事と図書総点検を
同時進行していました。
図書のバーコードによる
チェックを行う作業を９名のボ
ランティアのみなさんにお手伝
いいただきました。

～違いを大切にしながらも同じところを見つけよう～』
【とき・ところ】
中央図書館 ６月 ８日（土）～６月２５日（火）
東図書館
６月２７日（木）～７月１７日（水）
美濃加茂市役所地域振興課による企画展示です。

■『中央・東図書館の夏の利用について』
◆開館時間の繰上げ
７月～９月の夏期３ヶ月間、開館時間を午前９時３０分に！
※通常は、１０時開館です。
◆視聴覚コーナーのお休み ※ＣＤ・ＤＶＤ・ＬＤ・ビデオ
７・８月の毎週土曜日は、視聴覚コーナーの利用をお休みに！
家族の団らんや親子の絆を深める「ノーテレビデー」を推進します。

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！
～一般書～

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー

の芽」。鬼の芽とは、怒り、悲し
み、絶望から生まれるモノ。

♪『岐阜県出身作家の本』展示

小説を中心に、県内出身（及び所縁の）作家の図書を展示！

児童コーナー
♪『雨の日か楽しくなる絵本』展示

「小さなノーベル賞」と呼ばれるほど影響力のある
“国際アンデルセン賞”を受賞した作品などをご紹介！

過酷な環境や現実の中で「真実」は時
に残酷で忘れ目を背けてしまいたくな
るものです。しかしそれに向き合い、受
け入れるということは、人が前に進むた

岐阜県の児童生徒が作成した地図を展示します。
迫力の地図作品を、ぜひ一度ご覧ください。

めに必要なことなのかもしれない･･･そ
んな事を感じさせられ、ラストは心が温

図書館入り口に「カゴ」を設置！

５

６

古井神社造営奉賛会による古井神社にまつわる写真を紹介。

児童コーナー展示
♪『アンデルセン童話を絵本で読む』展示

６月２５日（火）まで

同じおはなしでも、訳者・画がちがうとどうなるかな？

『世界を変えた建物』
金

土

７

1
◇
8
◇

10 11 12
○ 13 14 15
◇
16 17 18 19 20 21 22
◇
23 24 25 26 27 28 29
◇
30
９

「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～

クリスティーネ・パクスマン／著
アンネ・イベリングズ／絵
エクスナレッジ／発行
ピラミットや大聖堂など、現在でもどのように作られたか解明さ
れていない建物があり、その謎が魅力となっているものがあります。
近年では北京に建設された、巨大な鳥の巣のようなオリンピック競
技場が世界中を驚かせたことは、記憶に新しいのではないでしょう
か。わたしたち人類は約１万年前から建物をつくり続けているそう
です。建物を見て強く印象に残るのは、
単にデザインだけでなく、太古から続く
「人」と「建築」の歴史が詰まっている

個性を大切にした絵本を集めました。

６
６月
月の
のカ
カレ
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２

月
３
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４

水
５
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６

金

土

７

1
△
8
△

10 11 12 13 14 15
△
16 17 18 19 20 21 22
△
23 24 25 26 27 28 29
△
30
９

「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

からではないでしょうか。
世界各地の偉大な建物を見に行けたら
いいのですが…そうできない方は、この
本で建物をめぐる旅行にお出かけください。

～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

期間：６月４日（火）～１８日（火）

自分らしさってなんだろう？子どもの「成長したい」という気持ちや

は、休館日

３

♪『写真』展

期間：６月２７日（木）～７月１８日（木）

６
６月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

２

ロビー展示

♪『わたしはわたし絵本』展示

まる１冊でした。

たくさん本を借りるとき、手に本が持ち
きれないときなど、ぜひご利用ください。

木

♪『国際アンデルセン賞』展

年のあいだ“民”が何度生まれ変わっても、過去を見せる力で鬼の

期間：６月２８日（金）～７月２１日（日）
場所：中央図書館 入り口付近の壁面

水

６月５日（水）まで

読みつがれる物語が多い英国。その舞台・ストーリーなどご紹介！

の芽」を生じてしまいます。“民”を過酷な運命から救うため、千

『児童生徒地図作品展』

火

♪『物語とともに英国へ』展

期間：６月１０日（月）～25 日（火）

まれ変わりの話であり、最後に“民”の過去がわかります。

雨の季節にぴったりの絵本を紹介します。

～館内展示の予定～

む過去を見せる術で過去を見せるが、過去を見せたことにより「鬼

芽を摘みとり続けます。短編小説ですが、実は全て少女“民”の生

期間：６月２０日（木）まで

月

西條 奈加／著
徳間書店／発行

“赤鬼（子鬼）”は友達になった少女“民”に、人が見たいと望

期間：６月１４日（金）まで

日

『千年鬼』

この物語のキーワードは、
「鬼

