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いこいのほんだな
今年も、夏休み中８月２０日（火）は、
「北部分室まつり」を
開催！みなさんぜひお越しください！

Ｈ２５年７月号 Ｎｏ．２８
夏休みへのカウントダウン！！
…その前に、宿題、遊び…etc「夏休みの計画。
」
図書館で立ててみませんか？

◇貸出日･･･７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･･･７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 ：７月２２日（月） 午後１時ごろ～

低学年の部

中学年の部

高学年の部

『メガネをかけたら』

『くりぃむパン』

『オムレツ屋へようこそ！』

くすのきしげのり/作
小学館

濱野 京子／作
くもん出版

西村

友里／作
国土社

・三和小学校朝読書 ：７月１８日（木）午前８時１５分ごろ～

今月は、
図書館通信
「イベント増刊号」を
発行します！
夏休みの図書館行事を
チェック!!

・三和・伊深／山之上乳幼児学級 ：お休み

～特集～
★閲覧机特設コーナー
テーマは、 ひきつづき 《トイレの本》
『わたしのいちばん あのこの１ばん』 『ジャコのお菓子な学校』

期間：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

アリソン・ウォルチ／作
ポプラ社

ラッシェル・オスファテール／作
文研出版

『有松の庄九郎』
中川 なをみ／作
新日本出版社

心する･･･。そんなトイレに関する本をご紹介！

気になっていた「雑誌」ありませんか？
『雑誌のリサイクル市』開催します！
●東図書館
と き：７月１６日（火）～３０日（火）
ところ：図書館 玄関ホール

～伊深・三和乳幼児学級読み聞かせ～
北部分室ボランティア「ほたるん」による読み聞かせ
と き：５月２８日（火）
ところ：伊深保育園

『なみだひっこんでろ』

『こおり』

『はるかなアフガニスタン』

岩瀬 成子／作
岩崎出版

前野 紀一／文
福音館書店

アンドリュー・クレメンツ／著
講談社

●中央図書館
と

き：８月１日（木）～３１日（土）

ところ：カウンター横掲示板スペース

いつもは、三

今回の内容は･･･

和交流センター

１.大型絵本「でんしゃにのって」

★参加料・申込 は 不要 です。
図書館にある保存期間を過ぎた雑誌をみなさんにお譲りします！
※一部リサイクル対象外の雑誌もあります。

で乳幼児家庭教

２.大型絵本「だるまさんの」

育学級は開催さ

３.大型絵本「だるまさんが」

『いっしょだよ』

れています。今

４.絵

小寺

～中央・東図書館の夏の利用について～

月は、伊深保育

７月・８月・９月

夏期３ヶ月間行います！

◆中央・東図書館とも、
開館時間を午前９時３０分に繰り上げます。
【閉館時間について】 ※夏期の閉館時間の延長は行いません
●平日、中央図書館 午後６時まで
東 図書館 午後８時まで
●土・日・祝日は、両館とも、午後５時１５分まで。

◆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。
※ＣＤ・ＤＶＤ・ＬＤ・ビデオ

本「できるかな」

卓矢／写真・文
アリス館

『ゾウの森とポテトチップス』『永遠に捨てない服が着たい』
横塚

眞雄己人／写真・文
そうえん社

今関

信子／著
汐文社

中学校の部

園を見学という
ことで、伊深保
育園の園児のみ
なさんと一緒に
読み聞かせを聞
いていただきま

『チャーシューの月』 『フェリックスとゼルダ』『ぼくが宇宙人をさがす理由』
村中 李衣／作
小峰書店

モーリス・グライツマン／著
あすなろ書房

鳴沢

真也／著
旬報社

した。
楽しいひとと
きでした！

第５９回読書感想文、課題図書を今年も貸し出します！
※７月１日より、より多くのみなさんに利用していただく
ため、課題図書の貸出し期間は１週間です。

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～

『等伯 上・下』

第１４８回の直木賞受

安部 龍太郎／著
日本経済新聞社／発行

賞作で、安土桃山から江

カウンター前展示コーナー

戸時代初期に活躍した能

♪『児童生徒地図作品展』展示

登国（今の石川県）出身の絵師

期間：７月 21 日（日）まで

♪『国際水協力年』展

三十三歳の長谷川信春（後の

児童コーナー

期間：7 月 20 日（土）～８月２７日（火）

等伯）は、日蓮宗の絵仏師とし

♪『水がテーマ絵本』展示

♪『
「ダイバーシティ」な見方で考える「男女共同参画」』展

美濃加茂市役所地域振興課による企画展示です！

説です。

美濃加茂市内の生徒さんの作品もあります。

カウンター前展示コーナー
期間：７月 17 日（水）まで

・長谷川等伯の生涯を描いた小

岐阜県の児童生徒が作成した地図作品です。

～館内展示の予定～

２０１３年国連重点課題の１つ。水について考える図書の

て妻の実家を継いで暮らしてい

展示と美濃加茂市の水道水に関するパネルを展示します。

期間：７月２日（火）～３０日（火）

たが、密かに都に出て天下一の絵師になりたいという強い思いを抱

今年の「国際水協力年」にちなんで水に関する本をご紹介！

いていた。ある出来事をきっかけに故郷を追われ、都へ出ることを

期間：7 月 25 日（木）～３０日（火）

決意した信春だったが、時代の波に翻弄され、なかなか才能を発揮

くるみの会による手作り絵本の展示です

２階集会室を「学習室」として開放します！

する機会に恵まれない。画業を支え続けた妻の死など、さまざまな

期
間：７月２日（火）～８月３１日（土）
利用条件：イベントなどで集会室の利用がない日

苦難を経て、やがて五十七歳にして『松林図屏風』を完成させる…。

利用する時は、カウンターで番号札をお受け取りください！

三十三歳という当時としては遅まきながら強い信念を持って自
身の思いを貫く主人公の姿に感銘を受けるとともに、作中に登場す

今月は、１６日（火）が休館日！

る国宝『松林図屏風』（東京国立博物館蔵）を是非この目で見てみ

今月、７月１５日（月）は「海の日（国民の祝日）」です。

たいと思いました。

そのため、月曜日を開館し、次の日火曜日が休館日です。
お間違えのないよう、よろしくお願いいたします！

水

木

金

土
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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

期間：７月９日（火）まで
古井小のぞみ教室生徒さんによる作品展示

児童コーナー展示

かこ さとし／著
偕成者／発行

「国際水協力年」にちなんで水に関する本をご紹介！

7
7月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー

「カラス」の夫婦がパン屋さん
をしているおはなし。おいしそう

なパンが次々と出てきて、見ていてあきま

日

月

火

水

７
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４
５ △
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△

せん。４羽の可愛い子どもたちも産まれて
きます。
この本か書かれたのは、１９７８年、今
から３５年前です。そして今度は、カラス
の夫婦に生まれた４羽の子どもたちが
主人公の絵本が発売されました。大人にな
ってそれぞれの道を歩む（巣立ち）始めるおはなし。さて、可愛
かった子ガラスたちは何屋さんになったでしょうか？？

木

金

土

３

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
～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

火

♪『古井小のぞみ教室』展示

♪『お水の絵本』展示

『からすのぱんやさん』 ～絵本～
は、休館日

月

ロビー展示

期間：７月２0 日（土）～８月２７日（火）

7
7月
月の
のカ
カレ
レン
ンダ
ダー
ー
日

♪『手作り絵本』展

