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

いこいのほんだな
■《ブックスタート》

読書の秋です！
北部分室で本を借りて
秋の夜長を楽しみましょう！

Ｈ２５年１０月号 Ｎｏ．３１

お子さんにファーストブックを選ぶとしたら？

◇貸出日･･･１０月１日（火）、１５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。

「ブックスタート赤ちゃん絵本」２０冊の候補の中から、
どの本を我が子にプレゼントしたいか投票してみませんか？
※期間中、中央図書館で絵本をご覧頂くことができます。

●ところ
●と き

（ただし、１０月１５日（火）・２１日（月）は中央図書館の休館日です。）

◇トラベルブック･･･１０月１５日（火）
※図書館ホームページからの「本の予約」「利用者専用ページ」を
利用されている方は、パスワードの再設定をお願いします。

１０月２７日（日）～１１月９日（土）は読書週間です！
さて、「読書の秋」・・・どうして“秋”に読書なのでしょうか？
中国の唐時代（約1200年前）の詩人“ 韓愈（か
んゆ）”の漢詩に「燈火稍（ようや）く親（した）しむ可
（べ）く （涼しく夜の長い秋は、灯火の下での読書
に適している。）」という一節があり、「読書の
秋」の由来のひとつと言われています。

床いっぱいに広がる白い紙に、 『オオカミがとぶ』
迷いなく筆を動かし色を塗り続
ミロコ マチコ／著
ける著者を、ある番組で見たこ
イースト・プレス／発行
とがある。ページを開いてその
勢いをそのままに感じた。力いっぱい塗りた
くった筆跡からはケモノの息づかいが聞こえ
てくる。詩的なことばとともに現れる動物たち
にはそれぞれの役割があった。ほんとうかどう
かは別として。この大胆で繊細な世界観、か
つて出会ったことのない絵本である。

１０月１６日（水）スタート！
※対面朗読申請は、１０月１日（火）から
◆対象事由 視覚障害・加齢による視力低下、肢体不自由など
◆利用時間 １人 ２時間以内
◆予約申込 原則３日前までにご連絡ください
◆朗 読 室 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）
◆問 合 せ 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。
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。 利用者のプライバシーは守ります。

◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方4時ごろ～あるかも？？
・保育園 ：１０月７日（月） 午後１時ごろ～
・三和小学校朝読書 ：１０月１７日（木） 午前８時１５分ごろ～
・三和・伊深乳幼児家庭教育学級：１０月２２日（火）
午前１０時４５分ごろ～
・山之上乳幼児家庭教育学級 ：お休み

～今月の特設展示（引き続き）～
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。

～おひざでごろごろプログラム紹介～
９月１１日（水）に中央図書館で行った
乳幼児向け読み聞かせ「おひざでごろごろ」より

中央図書館 ２階 集会室
１０月８月（火）～２５日（金）

美濃加茂市では、１歳未満のお子さんに「ブックスタート」
として本をプレゼントしています。
今回、そのプレゼントしている絵本を見直すこととなりました。
みなさんのご意見をお聞かせください。
多数の参加お待ちしています。

■

２０１３年読書週間関連行事！！
秋の図書館は、行事がいっぱい！
行

事

秋の朗読会
出 演 ： 朗読グループ「高の会」
～プログラム～
「少年口伝隊―九四五」井上 ひさし/著

おりがみ積み木で遊ぼう

※ おりがみで“積み木（つみき）”をつくり、
どこまで高く積めるかみんなでチャレ
ンジしよう！
図書館ボランティアｅ顔クラブによる

今回の内容は･･･
１.顔あそび ･･･ 「おでこさんをまいて」
２.顔あそび ･･･ 「でこちゃん はなちゃん」
３.絵本 ･･･ 「バナナです」
４.絵本 ･･･ 「くだもの ぱっくん」
５.わらべうた ･･･ 「こどもとこどもが（手あそび）」
６.絵本 ･･･ 「だるまさんと」
７.絵本 ･･･ 「はらぺこ あおむし」
８.工作 ･･･ 「りんごとぶどうの糸とおし」
今回は、５組の親子さんが
参加してくださいました！
０歳児の参加もあり、
赤ちゃん用のわらべうたを
もっと多くした方が良かった
かな？
工作の“糸とおし”は、１・２
歳のお子さんがで喜んで遊
んでくれました。

図書のリサイクル市

と き

ところ

１０／２６（土）

東図書館

午後３時～４時

２階 視聴覚ホール

１０／２７（日）

中央図書館
２階 集会室

午前１０時３０分
～１２時

１１／２（土）
３（日）

午前１０時
図書館やご家庭で利用しなくなった本
～午後３時

中央図書館
２階 集会室

など、希望者に無料でお譲りします！

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？
出 演 ： 朗読グループ「うたかた」
～プログラム～
『Presents』より「料理」角田 光代/著
『再生』より「火を熾す」石田 衣良/著

１１／９（土）
午後２時～３時

中央図書館
２階 集会室

★ すべて申込・参加料 不要です！
※「おりがみ積み木で遊ぼう」は、対象が 小学生 となります.
問合せ 中央図書館 ℡０５７４－２５－７３１６
東 図書館 ℡０５７４－２６－３００１

■ 第４土曜映画会
●ところ
●と き

東図書館 ２階 視聴覚ホール
１０月２６月（土）午前１０時～

映画を楽しんでみませんか？ぜひ、おこしください！

中央図書館からのお知らせ！

東図書館からのお知らせ！

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー

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！
先月に引き続きオススメをご紹介！

♪『新美南吉 誕生100年』展
期間：１０月１６日（水）～２９日（火）
「ごんぎつね」などでお馴染みの児童文学者・
新美南吉が生まれて今年で１００年を迎えるのを
記念し、関連図書を展示します。

その日まで、安堂ミラ
は普通の日々を送ってい
ました。しかしある日、

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー

『こちら妖怪新聞社！
妖怪記者ミラ、誕生』
藤木 凛／著
講談社／発行

ミラのパパが仕事から帰っ
て来なくなってしまった

ので、会社に電話してみると、とんでもない言葉が返ってきま

児童コーナー

した。パパは、会社をとっくに辞めていて、新しく妖怪専門の

♪『ぐりとぐらの仲間たち』展示
期間：１０月２２日（火）～１１月１５日（金）

『妖(あや)かし新聞』という会社の記者

「ぐりとぐら」が出版されてから今年で５０年を
迎えることを記念して、「ぐりとぐら」関連の絵本を
展示します!

そんなこんなで、いなくなったパパ

として再就職したらしいのです。

を捜索するため『妖(あや)かし新聞』
の記者として事件を探ることになった

～美しい花を眺めてみませんか？生け花展～

ミラ。わくわくいっぱいの妖怪ミステ

福田社中。
美しい花の世界を展示します。ぜひ一度ご覧ください。

１０月のカレンダー
日
６

月
７

文字 は休館日

火

水

木

金

土

１

２

３

４

５

８

９

“図書館通信”に紹介された本を過去の図書館通信と
ともに展示します。

ロビー展示
♪『写真』展
期間：１０月８日（火）～２２日（火）
本郷町在住の渡辺さんの写真を展示します！

♪『写真』展
期間：１０月２９日（火）～１１月１２日（火）
県職員退職者写真同好会の皆さんによる写真を
紹介します！

児童コーナー展示
♪『おばけようかい』展示
期間：１０月１日（火）～２９日（火）

リーです。

【と き】 １０月４日（金）～ ６日（日）
【ところ】 中央図書館 カウンター横掲示板

♪『図書館通信に紹介された本』展
期間：１０月１５日（火）～２９日（火）

『虹の国バビロン

このお話は、１０巻

ハロウィンに関連して“魑魅魍魎（みちもうりょう）”
が出てくる絵本を展示します。

摩訶不思議ネコ・ムスビ③』
池田 美代子／著

まである『摩訶不思議
ネコ・ムスビ』シリー

講談社／発行

ズの1冊です。
シリーズの主な内容

１０月のカレンダー
日

月

は、３人の女の子、いつみ、たまちゃん、莉々と天猫ムスビが

水

木

金

土

１

２

３

４

５

８

９

「ニキラアイナ（死んだ猫のすむ世界）」を「冥(ふ)府(か)遣

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

(づか)い（悪者）」から救い出すために、人間界から「ニキラ

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

アイナ」まで飛んできてしまうお話です。

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２８ ２９ ３０ ３１

３巻の「虹の国バビロン」は、友だちが

２７ ２８ ２９ ３０ ３１

○「おひざでごろごろ」

さらわれてしまい、助け出しに行きます。

毎週土曜日：午後１時３０分～

毎月第２水曜：午前１０時３０分～

人間界から別の世界へ飛び立ってしまい、

★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

そこからまた別の世界へ行くことがあり
ます。次は、どこに行くのかワクワク、
ドキドキして続きが読みたくなるお話で
す。

７

火

１０ １１ １２

◇「おはなしランド」（読み聞かせ）

６

文字 は休館日

１０ １１ １２

△「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

