図書館

北部分室通信

いこいのほんだな
４・５月の貸出日… 4/6・4/20・5/6.・5/18

お知らせ
４月より貸出日は

第１・第３

～発 行～
美濃加茂市立図書館
第５号

中央図書館

℡25‐7316

東図書館

℡26‐3001

（午前 10 時～午後 5 時）

その１
（3 月の火曜日にお越しくださった方、ごめんなさい）

火曜日

です

（5 月は連休明になります）

第 3 火曜日の１時頃から 30 分程度、小学生（１・2 年）と保育園の子供たちが読み聞か
せを聞きにきます。読み聞かせをしてくださるお母さん募集中です！

お知らせ その２

「浮世往来」

佐野

開室式のときの講演でご好評いただきました、佐野

綾目さん

著

綾目さんの「浮世往来」を H21.1 月分から

ファイルに入れて展示しました。伊深親子文庫のおたよりにいつも執筆されているもので、日々の
暮らしの中でのいろいろな思いを楽しく綴られています。きっと共感されることも多いでしょう
ぜひお楽しみ下さい。（雑誌コーナーの上）

ミニ展示コーナー
全国学校図書館協議会第 24 回選定

「よい絵本」

の展示

第３回

今回で最後になります。小学校中・高学年・中学生向けの絵本になります。みんなの大好き
な「じごくのそうべえ」など楽しい絵本もありますが、全体的にさらに内容が深くなり、障が
いや人生、戦争や動物愛護を扱ったものなど考えさせられるものが多くなります。絵本といえ
ど大人が読んでも感動です。大切なことを親子で話し合うきっかけ作りにいかがでしょう。

図書館利用講座
＊雑誌コーナー

その５

最新号は閲覧のみですが、棚の中に入っているものは

貸出もコピーも可能です。分室には「haru-mi」
「toｃotoｃo」
「うかたま」
「やさい畑」
「花ぐらし」「ためしてガッテン」「東海ファミリーウォーカー」
「こどものとも
「こどものとも

年中向」

年少版」等 9 冊を購入しています。扉を開けて入っていれば貸出し可能

です。また中央・東両図書館で購入している雑誌（67 種類）（58 種類）の一覧表を準備
しました。保存期間は最低 1 年、永年保存のものもあります。ご希望のものがあれば予約
カードにご記入のうえＢＯＸに入れください。貸出中でない限りは次回の貸出日にお持ち
します。

「kanisan ｃlub」はご自由にお持ち帰りください。

＊ ご意見募集！

分室行事（イベント・講演会・料理教室等）のご希望をおよせください

図書館

北部分室通信

いこいのほんだな
３・４月の貸出日…３/３・３/17・ 4/6・4/20

～発～行～
美濃加茂市立図書館
第４号

中央図書館

℡25‐7316

東図書館

℡26‐3001

（午前 10 時～午後 5 時）

お知らせ
４月より貸出し日を

第１・第３ 水曜日

第１・第３ 火曜日
に変更します。

※是非、公民館利用等、行事計画を貸出し日に併せて頂き
より多くの皆様のご利用をお待ちしております。

ミニ展示コーナー
＊絵本の展示 ・・・全国学校図書館協議会第 24 回選定

「よい絵本」 の展示

第２回

今回は小学校低学年向けの絵本を中心にお届けします。文字数も増え家族のつながりや、動
物とのふれあいなどストーリーもしっかりしたものが多くなります。感激したり感動すること
で感情をコントロールする脳が発達し、落ち着いた心が育つそうです。貸出できますので是非
ご家庭でお楽しみください。

＊大きな文字の本・・・「大活字本」
目が疲れるからと読書をあきらめていらっしゃいませんか。
そんな方に今回は「大活字本」をご紹介します、とても大きな字で
高齢者の方から弱視の方まで楽に読んでいただけます。公民館や農協にお出かけのさいに
一度手にとってご覧になって下さい。

図書館利用講座

その４

実際の文字の大きさです。いかがですか、これなら読めるって感じしませんか。
時代小説が多いですが、民話のシリーズや推理小説もあります。分室には昨年の大河ドラマ
の原作「天地人」が揃っていてご利用いただいています。今回は中央・東館からもお持ちしました
ので是非お試しください。

22
１４

ポイント
ポイント

ゴシック体
明朝体

１２

ポイント

明朝体

大活字本は読みやすい
大活字本は読みやすい
大活字本は読みやすい

図書館

北部分室通信

いこいのほんだな

～発～行～
美濃加茂市立図書館
第３号

中央図書館

℡25‐7316

東図書館

℡26‐3001

１月・2 月の貸出日…１/６・１/２０・２/３・2/１７（午前 10 時～午後 5 時）

明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い致します
お知らせ
読み聞かせ(不定期)・・ボランティアさんの協力により、貸出日の夕方読み聞かせをしていただけ
るようになりました。絵本や紙芝居で楽しい時間をお過ごしください。
＊お手伝い頂ける方、いつでも募集中です。

(中央図書館行事) ジャンボかるたや郷土かるたで遊びましょう（5 歳以上）
「かるたとり大会」・・1 月 10 日(日)１４：００～45 分程度
1/６の貸出し日に職員に申し込んでください。

＊手作り干支しおりプレゼント

ミニ展示コーナー
＊ 全国学校図書館協議会第 24 回選定

「よい絵本」 から幼児向けの絵本を

お届けします。分室にはなかった本もたくさんありますのでお楽しみに！
家庭での読み聞かせは子供さんの成長にとっても大切、一日 5 冊程度
「もう一回読んで」には何回でも応えてあげましょう。
＊ ケーキやお雑煮、いっぱいのご馳走、クリスマスにお正月と楽しいイベントが
続いて気になるのは体重計のメモリ！？

また体重は OK でもコレステロール

などが上がっていないか心配、という方に「ダイエット関連の本」をご用意いたし
ました。簡単エクササイズから低カロリーレシピまで是非お役立てください。

図書館利用講座

その２

＊ コピーサービスについて
貸出し以外の日も公民館の開いている時はいつでも自由に本を見ていただけますが、
ちょっとこのページだけ必要・・・という時は連絡所でコピーサービスを致します。
料金

白黒

1 枚 1０円

カラー

1 枚８０円

お気軽にご利用ください。

コピーできるもの・・・図書館の本や雑誌（最新号は不可）部数は 1 部のみです

見取り図（裏面）
いったい分室にはどんな本がどこにあるんかな？と思ってみえる方のために
簡単な見取り図をのせました、興味のある棚が見つかりましたら是非おこしを！

図書館

～発～行～
美濃加茂市立図書館

北部分室通信

いこいのほんだな

第２号

中央図書館

℡25‐7316

東図書館

℡26‐3001

１1 月・12 月の貸出日…11/18・１２/２・１２/１６（午前 10 時～午後 5 時）

年末にかけ分室は冬支度のお手伝い。
あれこれ知恵をしぼって本を集めました。どうぞご利用ください。
お知らせ
図書の入れ替えをしました。今回は、小説（読み物）と手芸の本が中心です。
小説は、ＴＶドラマや映画化でおなじみの作品など。手芸では、セーターやマフラー・
ショールといった冬の小物関係の本を取り揃えました。ぜひ、ご利用ください。

ミニ展示コーナー
―免疫の底力！－
寒い冬をまじかに控え、新型インフルエンザの流行が心配です。
予防接種やマスク、手洗いなどはもちろんですが、私たちの体の最高の
自衛隊である「免疫」。手軽にできる免疫力アップの本をご紹介します。

―おもてなしにお役立て！－
クリスマスやお正月、楽しいイベントをより楽しく盛り上げる！

お菓子やお料理、

ついでに掃除や収納、インテリアまでちょっと幅広く、いろいろ集めてみました。

図書館利用講座
前回ご紹介したインターネット予約――たとえばこんな本・・ということで
現在中央・東図書館でたくさん予約の入っている本をお知らせします。（10 月末現在 6 件以上の予約）
「わたしも読んでみたいわ！」と思った方はインターネットまたは、分室の予約カードに記入の上
ボックスに入れてください。ご用意できましたら電話でご連絡致します。カッコ内が予約人数です
＊１Ｑ８４（４～６）（２７）

村上春樹

＊新参者（２１）＊パラドックス１３（１３）
山崎豊子

東野圭吾

＊終の住処（１６）湊かなえ

＊運命の人１（１１）

＊フリーター家を買う（９）有川浩

＊無理（８）

奥田英朗

＊しがみつかない生き方（８）香山リカ

＊あるキング（７）伊坂幸太郎

＊告白（６）

湊かなえ

＊体温を上げると健康になる（６）斎藤真嗣

＊デパートへ行こう（６）真保裕一

＊ころころろ（６）畠中恵

ボランティアを募集します
貸出日に本の整理や読み聞かせをして頂けるボランティアを募集します。
時間は２時間程度で３時頃から手伝って頂けるとありがたいです。詳しくは貸出し日に職員にお
尋ね頂くかまたは中央図書館までお電話お待ちしています。
＊貸出日以外は照明等は消してありますが、連絡所に声をかけて頂ければエアコンも利用いただけますので、
遠慮なくお申出ください。どうぞ快適にゆったりとお過ごしください。

図書館

北部分室通信

いこいのほんだな

～発 行～
美濃加茂市立図書館
第1号

中央図書館

℡25‐7316

東図書館

℡26‐3001

１０月・11 月の貸出日…10/７・10/２１・11/4・11/１８（午前１０時～午後５時）

本を介して多くの方にいこいの場を提供したい、そんな思いの込められた
北部分室です。もうご利用いただけたでしょうか。
お知らせ
＊講演でご好評頂いた佐野綾目さんのお勧め本のコーナーを設けています。
＊雑誌コーナー
新しく東海ウォーカーのファミリー版を追加しました。
最新号がでて順次貸出可能になっていますので、ご利用ください。
「東海ファミリーウォーカー」「ためしてガッテン」「野菜畑」「花ぐらし」
「こどものとも」等ほとんどの雑誌

また「かにさんくらぶ」もご自由にお持ち帰りいただけます。（部数に限り有）

ミニ展示コーナー
『獣害に関する本』
＊実りの秋、せっかく収穫期を迎えた作物も猿やいのししの害にあい、悲しい思い
をされていませんか。サル攻略本を集めてみましたのでお役立てください。
「サル対策完全マニュアル」「山の畑をサルから守る」等

『収穫の秋、旬の食材でおいしー！ヘルシー！』
＊さつまいもや栗などを使ったおやつの本を紹介します。
「旬のおいしさ

ギュッ！くだもので作るジャム＆お菓子

秋・冬」

「豆・栗・かぼちゃ・芋のお菓子と料理 秋をおもいっきり楽しもう」
「手作り健康おやつ」

等

インターネットでの予約をご利用ください
どなたでも図書館ホームページで蔵書検索ができますが、お持ちの図書カードの番号を登録してお
くと、貸出中の本に限りご自宅や携帯電話から予約ができます。受取館は中央・東・もちろん分室
も指定できます。話題の本はぜひインターネット予約で早めにゲットしましょう！
詳しくは職員におたずねください。
ご意見・ご要望をありがとうございました。これからもぜひお寄せください。

