図書館ホームページ http://www3.city.minokamo.gifu.jp/

いこいのほんだな
夏休み、「北部分室まつり」は
楽しかったですか？
９月も北部分室の貸出日に
また、みなさんおこしください！

Ｈ２５年９月号 Ｎｏ．３０
夏休み終了!!!まだまだ暑いですが秋です！
運動会などいろいろな行事もあります。
気合を入れてがんばりたいですね!!!

８月に東図書館では、加茂農林高校の
生徒さん２名が、インターンシップを行いました。さまざまな、作業を
体験している中で、高校生のオススメ本を紹介していただきました！

『削除ボーイズ ０３２６』
方波見 大志／著

ポプラ社／発行

主人公、直都が手に入れたのは、出来事を「削除」
できる装置だった。削除したいのは、深爪の傷？
息苦しい現実？それとも･･･？

高校生のオススメは・・・
『ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ
アナザーノート ロサンゼルスＢＢ連続殺人事件』
西尾 維新／著
集英社／発行
別名藁人形殺人事件と謳われたこの連続殺人事件は、
解決できない謎をＬへ提供するための事件だった・・・。

中央・東図書館では、図書館システムの更新作業を行うため、
臨時休館いたします。
※期間中、「図書館ホームページ（本の検索・ネット予約）」の
利用ができなくなります。
※本の返却は、図書館返却ポストをご利用ください。
ただし、ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオ、レプリカは期間以降、
１０月１日（火）から、東図書館カウンターにて返却してください。

みなさまには、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

◇貸出日･･･９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･･･９月１７日（火）
◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方4時ごろ～あるかも？？
・保育園 ：９月１３日（金） 午後１時ごろ～
・三和小学校朝読書 ：９月１９日（木） 午前８時１５分ごろ～
・三和・伊深乳幼児家庭教育学級：お休み
・山之上乳幼児家庭教育学級 ：９月１２日（木）
午前１１時１５分ごろ～

～今月の特設展示～
テーマ「たべもの」展
期間：10月15日（火）まで
秋になって、食べ物がおいしい季節になってきました。
みなさんは、どんな食べ物がお好きですか？
食べ物に関する本をご紹介します。

■ ２０１３年読書週間関連行事 予告！！
秋の図書館は、行事がいっぱい！ぜひ、おこしください！

と
東
中央
中央
中央

８月１０日（土）に中央図書館で行った
おはなしランド「夏企画」より
毎週土曜日に行っている「おはなしランド」をスペシャルバー
ジョンで開催しました。
読み聞かせボランティアＡ～Ｆグループのみなさんによる当日の
プログラムをご紹介します。

今回の内容は･･･
１.大型紙芝居･･･ 「なんにもせんにん」
２.手づくり絵本･･･ 「ＷＨＯ？」
３.パネルシアター ･･･ 「真夏の夜のおばけたち」
４.手袋シアター･･･ 「うたに合わせて手袋シアター」
４.大型ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ ･･･ 「三匹のやぎのがらがらどん」
赤ちゃんから、小学生まで
参加者の年齢の幅が広
かったけれど、みなさん楽し
んでくださいました。親さん
も、一緒になって楽しい時
間を過ごしてくださいまし
た！

行事名

１０月２６日（土）
午後３時～４時

秋の朗読会

１０月２７日（日）
午前１０時３０分～１２時

おりがみ積み木で遊ぼう

１１月２日（土）・３日（日） 図書館ボランティアｅ顔クラブによる

午前１０時～午後３時

図書のリサイクル市

１１月９日（土）
午後２時～３時

朗読にふれるひととき

申込・参加料 不要です！
詳しくは、来月１０月号にて掲載します！お楽しみに！

■『美濃加茂市立図書館で
対面朗読始めます！』
希望者は、「図書貸出カード」を作り、
同時に対面朗読申請書をお出しください。
◆開 始 日

～おはなしランド夏企画プログラム紹介～

き

◆対象事由
◆利用時間
◆予約申込
◆朗 読 室
◆問 合 せ

１０月１６日（水）
（対面朗読申請は、１０月１日（火）から）
視覚障害・加齢による視力低下、肢体不自由など

１人 ２時間以内
原則３日前までにご連絡ください
東図書館 ２階 ボランティア室
中央図書館 ２階 和室（他の利用がない場合）
東図書館 ℡０５７４－２６－３００１

図書館の利用はあらゆる人に開かれています。
図書館の本、雑誌、新聞、お手持ちのパンフレットなど
朗読者（図書館職員か協力員）が１対１でお読みします。
利用者のプライバシーは守ります。

■ 中央・東図書館の利用について
９月２２日（日）までの実施です！
◆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

中央図書館からのお知らせ！
８月の「中央図書館まつり～
体験☆１日図書館司書」で小学生の
４人に書いていただきました！
まずは、２人のオススメをご紹介！
来月号にも掲載します！

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー
♪『かわいそうな本
～図書館の利用マナーを考えよう！！』展

期間：９月１０日（火）～

東図書館からのお知らせ！

２２日（日）

図書館の本の中には、「かわいそうな本」が
ときどき出てきます。
どうしてこんなことに…？みんなで考えてみませんか？

私がこの本を好きな

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー

『そうじのひみつ』

理由は、中身がマンガ

学研パブリッシング／発行

ロビー展示
♪『写真』展
期間：９月１１日（水）まで

は、主人公アスカのクラスの６年２組の
みんなが中学生になる前に、３月でやめ

♪『アフリカの絵本』展示
期間：９月３日（火）～２０日（金）

美写会のみなさんの写真作品を展示します！

てしまう学校用務員の柴田さんや新しく小学校に入学してくる

アフリカの文化を感じる絵本を展示します!

（入居者限定）

【と き】 ９月２６日（木） 午後２時～（１時間程度）
【ところ】 ケアハウス飛騨川 ２階 ランチルーム
外に出かけること、本を読むことがなかなか難しい、
高齢の方のために、「物語」をお届けします！

９月のカレンダー

文字 は休館日

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０ １１ １２ １３ １４

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

でぜひ読んでみてください。

小６の夏休み主

『虹色ホタル永遠の夏休み』
川口 雅幸／著
アルファポリス／発行

◇「おはなしランド」（読み聞かせ）

○「おひざでごろごろ」

毎週土曜日：午後１時３０分～

毎月第２水曜：午前１０時３０分～

★どちらも、時間は３０分程度、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

実在した人物のおはなし、伝記の絵本をご紹介！
番外編としてある町の歴史やもしかすると
あなたのおはなしかもしれないもの、家の
歴史や、テディベアが語るある歴史の絵本
も紹介します。！

くなった父との思い

出のあるダムへとカブトムシを捕りに行きま
した。しかし、カブトムシが1匹も捕れなかっ
たため、今はもう使われていないダムに探検
に行くことにしました。その時、ユウタは足
をすべらせ気を失ってしまいます。目がさめ

した。ユウタは、３０年前にタイムスリップしてしまったので
す。それから、第２の夏休みが始まりました。
ユウタは、３０年前の村で遊んだり、花火を楽しんだり、最
後の祭りへ行ったりと色々なことをして今の時代に戻ってくる
までを書いた作品です。

♪『伝記絵本』展示
期間：９月２２日（日）まで

人公のユウタは、亡

ると、ダムに沈んだはずの村がユウタの目の前に広がっていま

２９ ３０

児童コーナー展示

子、進級する子のために学校全体の掃除をするという話です。
この「そうじのひみつ」以外にも『ひみつシリーズ』はあるの

「出前朗読会」 ｉｎ ケアハウス飛騨川

絵本美術館や児童書専門店など、図書館以外で
絵本と出会えるところをご紹介します。

なので読みやすいし、掃除のことがよく
わかって勉強にもなるからです。この話

児童コーナー

♪『絵本のあるところへ』展
期間：９月３日（火）～２２日（日）

９月のカレンダー

文字 は休館日

日

月

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

６

７

８

９

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
～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

