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、今月は「三和公民館ふるさとまつり」があります。
図書館からも出展します。ぜひ、見に来てくださいね！

Ｈ２５年１１月号 Ｎｏ．３２
１１月９日（土）まで「読書週間」です。
素敵な本には出会えましたか？
絵、スポーツ、料理、手芸…etc いろいろな本が
図書館には、そろっています！
読書の秋！本を手に取ってみてくださいね！

◇貸出日･･･１１月５日（火）
、１９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･･･１１月１９日（火）
◆読み聞かせ◆･･･貸出日の夕方 4 時ごろ～あるかも？？
・保育園 ：１１月８日（金） 午後１時ごろ～
・三和小学校朝読書 ：１１月２１日（木）午前８時１５分ごろ～
・三和・伊深乳幼児学級 ：１１月２６日（火）午前１０時４５分ごろ～
・山之上乳幼児学級 ：１１月１４日（木）午前１１時１５分ごろ～

～三和公民館ふるさとまつり～

■１１月２日（土）・３日（日）
午前１０時～午後３時

『図書館ボランティアｅ顔クラブによる

図書のリサイクル市』
【ところ】

中央図書館

２階 集会室

ご家庭から提供していただいた本や、図書館で不要に
なった本をみなさんにお譲りします
掘り出し物のお宝本に出会えるかも！？
★申込・参加料不要
★本をお持ち帰り頂くための袋など、ご持参ください。

展示テーマは、 《２０１３年の北部分室》

■１１月９日（土） 午後２時～３時

と き：１１月１０日（日）午前中
小学校や保育園のみなさんの協力で、今年も「北部分室
アルバム」を作成します！読み聞かせもありますよ！

『朗読にふれるひととき』
【と こ ろ】

～読み聞かせプログラム紹介～
１０月９日（水）に中央図書館で行った
乳幼児向け おはなし会「おひざでごろごろ」より

■ 北部分室！新たに始めました！
毎月１度、三和交流センター
で行われている、「乳幼児学級」
「いきいきサロン」にて、本の
貸し出しを始めました！
普段、思うように「貸出日」
に来室できない小さなお子さん
のいるお母さん、お年寄りの
方々へ、会の終了後に、短い時
間ですが貸し出しを行います。

■ 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）

テーマ：
「音と食べもの」

今月は・・・

今回の内容は･･･
１.う
た「おおきなくりの木の下で」
２.絵
本「くだもの」
３.絵
本「つかんで」
４.わらべうた「一本橋こちょこちょ」
５.わらべうた「おはなのすべりだい」
６.わらべうた「ここは とうさん にんどころ」
７.絵
本「むにゃむにゃきゃっきゃ、きく」
８.あ そ び「やきいも遊び」

８組の親子さん
が参加してくだし
ました。さらに、坂
祝中学校の生徒さ
んが職業体験で、読
み聞かせを体験！
大きな声で丁寧に
ゆっくり読むこと
ができ、それを見て
いたお母さんがお
子さんに声をかけ
てあやしてあげる
様子が見られ、微笑
ましかったです。
“あそび”は親子
で楽しんで参加し
てくださいました。
次回も、０歳の小さ
なお子さんでもで
きる遊びを考えた
いです。

中央図書館

２階 集会室

【講
演】 声のドラマの会「うたかた」
【朗読作品】
・『ｐｒｅｓｅｎｔｓ』より 「料理」
角田 光代／著
双葉社
・『再生』より 「火を熾（おこ）す」
石田 衣良／著 角川書店
秋の午後、朗読に耳を傾けてみませんか？
素敵な音楽とともにお楽しみください。
★申込・参加料不要

■ １２月の行事予告！！
◆『おはなしランド冬企画～クリスマス会』
１２月１４日（土）午後１時３０分～
【ところ】

中央図書館

２階 集会室

◆『にじのおはなし広場～クリスマス会』
１２月７日・１４日・２１日・２８日（土）
午前１１時～１２時
【ところ】 東図書館

１４日・２１日…２階視聴覚ホール
７日・２８日…１階おはなしの広場

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！
１０月に、中央図書館では坂祝中学校・西中学校の生徒

～館内展示の予定～

３名が「職業体験」を行いました。

～館内展示の予定～

そこで、おすすめの本を１冊、紹介していただきました！

カウンター前展示コーナー

～一般書～

♪『ワークライフバランスに関する展示』

『鹿男あをによし』

期間：１１月１０日（日）～２６日（火）
地域振興課の企画による、図書館資料とのコラボ展示です。

万城目 学／著
幻冬舎／発行

ある日、奈良の女子校へ２ヶ月限定で
来た教師“おれ”が“鹿”に話しかけら

♪『税を考える週間』展

関税務署総務課による、図書館資料とのコラボ展示です。

面白さあり、少し歴史もわかる本です。

１１月４日（月）は、開館します！

吉富 多美／著
金の星社／発行

３日（日）
「文化の日」
、４日（月）
「振替休日」
のため、開館します。
５日（火）が、休館日となります。

～児童書～
主人公の“森河 大夢”はクラ

スのいじめに耐えていた。
しかし、偶然出会った料理教室
の先生、“加奈子”に料理を教わるうち

１
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月の
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水

木

金

１１月１２日（火）まで

♪『イラスト』展

『チェンジング』

火

♪『写真』展

県職員退職者写真同好会のみなさんの写真を紹介します。

クリスマスにちなんだ絵本を紹介します。

月

そんな疑問を解決してくれるヒントが見つかるかもしれませんよ。

ロビー展示

期間：１１月２８日（木）～１２月２４日（火）

日

冬が近づいています。冬の夜空はなぜきれいなのか？

地域振興課の企画による、図書館資料とのコラボ展示です。

えられてしまい…。

♪『クリスマス』展示

期間：１１月１１日（月）～２６日（火）まで

期間：１１月２８日（木）～１２月１２日（木）

ぶ」と言われるが、持ってくることがで
きず、さらには、自分の顔を鹿の顔に変

児童コーナー

♪『夜空を眺めたくなる本』展

♪『ワークライフバランスに関する展示』

れる。
「目を持ってこないと、この国は滅

期間：１１月１２日（火）～１７日（日）

カウンター前展示コーナー

期間：１１月１９日（火）～１２月３日（火）
森山町在住、岡田さんの作品を展示します。

児童コーナー展示
♪『夜の絵本』展

期間：１１月２６日（火）まで
「夜空を眺めたくなる本」展の関連展示です。
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に誰にでもその人の味がある事を知る。

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
「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

いろいろな人と出会い、その度に成長

は
、
休
館
日

カウンター展示関連

日

月

火

水

木

金

土

７

１
８

２
９

してくそんな“大夢”たちの物語です。

３

『雨ふる本屋』

～児童書～

日向 理恵子／著
童心社／発行
ルウ子は、雨の中図書館でカタツムリ
を追いかけて「雨ふる本屋」というふる
本屋に迷い込んでしまった。そこでは、
まだ本ではない本を、本にしていまし
た。
しかし、問題があってルウ子の力が必
要になることに…。ルウ子の成長物語で
す。

４

５

６

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

は
、
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日

