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いこいのほんだな
今月は、「クリスマス」がありますね！
１７日（火）の貸出日には、プチプレゼントが！？

Ｈ２５年１２月号 Ｎｏ．３３
さて、今年もあとわずか！
どんな１年でしたか？
来年も、本を借りに来てくださいね！

■１２月１４日（土）

◇貸出日･･･１２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･･･１２月１７日（火）本を小学校へ！
◆読み聞かせ
・保育園 ：１２月１３日（金） 午後１時ごろ～

午後１時３０分～２時３０分

『おはなしランド～冬のおたのしみ会

クリスマス☆スペシャル』
【ところ】

中央図書館

２階 集会室

・三和小学校朝読書 ：１２月１９日（木）午前８時１５分ごろ～

■１２月１４日（土）午前１１時～正午

・三和・伊深乳幼児学級 ：お休み
・山之上乳幼児学級 ：お休み

２１日（土）午前１１時～１１時４５分

『にじのおはなし広場クリスマス会』

～大活字本増やしました！～
今回は、１月２１日（火）まで設置します！

【ところ】

文字が大きくて見やすい「大活字本」を、図書館にある本
目の不自由な方や、高齢の方におすすめです！

■１月５日（日） 午後１時３０分～２時３０分
～読み聞かせプログラム紹介～

『カルタとり大会』開催！

１１月１３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

【と こ ろ】

中央・東図書館ともに

１２月２９日（日）～１月３日（金）まで
年末年始の休館日となります。
（※詳しくは、裏面各館のカレンダーをご覧ください。）
★休館中の本の返却は、図書館外の返却ポストをご利用ください。
～返却できません！～
ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・レプリカについては、返却ポストでの
返却はできません。
１月４日（土）以降に、東図書館カウンターへお返しください。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

中央図書館 ２階 集会室

【対 象】 ５歳以上のお子さん
【内 容】 ジャンボカルタ、岐阜県方言カルタ、郷土カルタ

テーマ：
「季節を感じよう」

《年末・年始》図書館休館日のご案内！

２階 視聴覚ホール

★「クリスマス会」は、申込・参加料不要です！
★楽しいプログラムでお待ちしています！

に加え、岐阜県図書館から３０冊ほどお借りしました！

図書館イベント！
いつの写真か
わかるかな？

東図書館

今回のプログラムは･･･
１.体
験「どんぐり」
２.わらべうた「どんぐりころちゃん」
３.絵
本「どんぐり どんぐり」
４.わらべうた「もどろう もどろう」
５.絵
本「はっぱじゃないよ ぼくがいる」
６.体
験「葉っぱを探してみよう」
７.絵
本「もこもこもこ」
８.
「ととけっこう よがあけた」
９.工
作「マラカス」

」

★申込必要（図書館カウンター直接または電話で）・参加料不要！
★最後にちょっぴりプレゼントあり！

■１月１8 日（土） 午後２時～４時
～図書館講演会～

『さあ、家読（うちどく）をはじめましょう！』
【と こ ろ】
【講
【定

今月は・・・



９名のお子さんが参加してくれました。
簡単なわらべ歌（プログラムの「４」）を
何度も繰り返し、最後の工作の後も復習
して歌いました。
工作のヤクルトの容器を使った「マラカス」は、中身に「数
珠玉（じゅずだま）」を使用しました。小さな容器の“口”に数珠
玉を入れる作業は小さなお子さんにとって良い遊びになりそ
うです。

東図書館

２階 視聴覚ホール

師】 中島 進さん（家読推進プロジェクト事務局長）
員】 １００人（先着順）

」

「家読（うちどく）」とは「家庭読書」の略語で、
「家族のふれあい読書」を意味します。

★申込・参加料不要、どなたでも参加できます！



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！
東図書館で職業体験を行った“東中学校”の生徒さん

～館内展示の予定～

～館内展示の予定～

３名によるオススメです。

カウンター前展示コーナー

『もう誘拐なんてしない』

♪『岐阜県森林組合連合会』展示

東川

期間：１２月１０日（火）～２３日（月）
岐阜県産の木材を利用して制作したテーブルとともに、
過去に美濃加茂市緑化推進委員会から寄贈していただいた
図書を展示します。

児童コーナー
♪『クリスマス』展示 １２月２３日（月）まで

篤哉／著

文藝春秋／発行

ヤクザの組長の娘を誘拐する羽目
になった翔太郎がやっかいな事件に

カウンターで
もらえるよ！

★『クリスマス★プチ☆プレゼント！』

閉じこもりがち。テレビゲームもあきたし、何して遊ぼう？

なっています。

ロビー展示

吉本

ばなな／著

期間：１２月１０日（火）～２４日（火）

新潮社／発行

主人公が悲しみにくれていたある
日、田辺雄一という男が、訪ねて来て、

１２月２３日（月）は、祝日のため開館します！

主人公は雄一の家で同居を始めて―２
人の身のまわりで、不思議なことばか
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児童コーナー展示
♪『冬いっしょく絵本』展
期間：１月２８日（火）まで
雪、クリスマ、お正月など、この季節ならではの絵本を選びました！

４

日

人の関係と、２人のまわりで起こる奇
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妙なことの混じり合った物語です。
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『ＧＯＳＩＣＫ―ゴシック―』
日向

理恵子／著

童心社／発行

前世紀初頭、ヨーロッパの小国
ソヴュールに極東の島国から久城

「おはなしランド」（読み聞かせ） ／ ◇

一弥という少年が留学してきた。

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
★１４日（土）は、クリスマス会 ２階 集会室へ！

学園の図書塔で一弥は少女、ヴィ

～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
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１

牧野在住の田中さんの作品を展示します。

り起こります。

日

３日（金）まで
年始の休館

そんな方におすすめする室内遊びをご紹介！

♪『写真』展

１月５日（日）～スタート！

29 30 31

期間：１２月１６日（月）～１２月２４日（火）

です。

『キッチン』

◆『お楽しみ本の福袋』 ※なくなり次第終了

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。
♪『室内遊びの楽しみ』展

さむ～い冬がやってきました。この時期は、どうしても部屋に

期間：１２月２１日（土）～スタート！

１月のイベント予告！！

♪『ワークライフバランスに関する展示』 １２月１２日（木）まで

巻きこまれていくというストーリー
笑いや驚きがたくさんある物語に

クリスマスにちなんだ絵本を紹介します。

カウンター前展示コーナー

クトリカに出会う。ヴィクトリカ
は、陶人形にも似た美しさと天才
的な頭脳を合わせ持つ不思議な少女であった。
ある日ヴィクトリカと一弥は、豪華客船にふとしたひょ
うしに乗船して、そこで殺人事件が起こってしまう。２人
に危機が迫ったとき、ヴィクトリカは―!？
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３日（金）まで
年始の休館

☆２９日（日）～３１日（火）は、
年末の休館日
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「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
☆マークは、クリスマス会！２階視聴覚ホールへ
～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

