図書館ホームページ

http://www3.city.minokamo.gifu.jp/

いこいのほんだな
今年も１年よろしくお願いします！
本を借りに来てくださいね！

Ｈ２６年 １月号 Ｎｏ．３４
今年は、「午（うま）」年ですね！
十二支の中では７番目。
どんな年になるのでしょうか？
楽しみですね！

■１月５日（日） 午後１時３０分～２時３０分

◇貸出日･･･１月７日（火）、２１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･･･１月２１日（火）本を小学校へ！
◆読み聞かせ
・保育園 ：１月１７日（金） 午後１時ごろ～

『カルタとり大会』開催！
【と こ ろ】

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
」

★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！

・三和小学校朝読書 ：１月２３日（木）午前８時１５分ごろ～
・三和・伊深乳幼児学級 ：１月２８日（火）午前１０時４５分ごろ～
・山之上乳幼児学級 ：１月１６日（木）午前１１時１５分ごろ～

■１月１8 日（土） 午後２時～４時

～閲覧机ミニ展示！～
今回は、『冬の本』 ！

～定住自立 図書館講演会～

期間：２月１８日（火）まで

『さあ、家読（うちどく）をはじめましょう！』

「冬」真っ盛り！いかがお過ごしですか？

【と こ ろ】

あったかい部屋でぬくぬくしながら、
本を読んで見ませんか？

【講
【定

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。

～読み聞かせプログラム紹介～
１２月１４日（土）に中央図書館で行った
「おはなしランド冬のおたのしみ会」

応募してみませんか？
～こどもの読書週間

標語～

４月２３日～５月１２日は「こどもの読書週間」です。
（「子ども読書の日」は、４月２３日）
実は毎年、「標語（伝えたいことを短くわかりやすくまとめた
言葉）
」を募集しています。
過去の標語
２０１３年「たくさん読んで 大きくなあれ」
２０１２年「君と未来をつなぐ本」
２０１１年「友だち１００冊つくるんだ」…など
【条 件】 読書の豊かさ、奥深さ、楽しさ、有用性などを
新鮮な感覚で表現した未発表のもの。
【締 切】 ２０１４年１月３１日（金）必着
【送り先】 公益社団法人読書推進運動協議会
（詳しくは、読書推進協議会ホームページか図書館でお尋ねください）

今回のプログラムは･･･
１.大型絵本「バルボンさん」
２.大型絵本「まどからのおくりもの」
３.パペット「ブタくんクイズ」
４.パネルシアター「森のクリスマス」
５.手袋シアター「歌にあわせて手袋シアター」
６.パネルシアター「ねこのおいしゃさん」
７.手話うた「赤鼻のトナカイ」
８.工
作「プレゼント作成」

今月は・・・
１００名近くの親子さんが参
加してくださいました！
“かも丸”も参加して
大盛況でした。

★申込・参加料不要、どなたでも参加できます！
より

■２月８日（土） 午前１０時～１２時
～美濃加茂市読書サークル協議会～
『読書交流会』
テーマブック：
「色彩を持たない多崎つくると、

彼の巡礼の年」
村上
【と こ ろ】
【参加料・申込】

春樹／著

文藝春秋

東図書館 ２階 視聴覚ホール
不要

テーマブックについて語り合います。
本が好き、テーマブックや作者に興味の
ある人は、気軽にご参加ください。読書
好きの輪を広げてみませんか？

【注 意】 個人での応募です（図書館から応募できません）
みなさんも応募してみませんか？
★入選作品には、「図書カード」がもらえるそうですよ！
【読書推進協議会ホームページ http://www.dokusyo.or.jp/】

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！
『夜はライオン』～YA ヤングアダルト～

～館内展示の予定～

長薗安浩／著
偕成社／発行

カウンター前展示コーナー
♪『お楽しみ本の福袋』展示と貸出

この本は、YA だけでなく男
の子を持つお母さんにも勧め

たい。やや聞きなれた三河弁を違和感な

期間：１月５日（日）～スタート ※なくなり次第終了

く受け入れて読んだ。東海地区以外の人

中にどんな本が入っているかは、借りてみてからのお楽しみ。
★児童書限定３０袋
★絵本、児童書、ＹＡヤングアダルト が入っています。

にはどのように受けとられるのだろう。
さて、主人公の紹介。少年野球のキャ
プテンでピッチャー、児童会会長、成績

♪『若い人に贈る読書のすすめ』展示

～館内展示の予定～
カウンター前展示コーナー
♪『干支に関する展示』展
期間：１月８日（水）～２８日（火）
今年の干支“午（馬）”に関する本を紹介します。

ロビー展示
♪『ＰＴＡ読書への取り組み紹介』展

優秀の小学 6 年生男子だ。家族以外の大

期間：1 月 7 日（火）～２１日（火）

期間：１月８日（水）～２５日（土）

人には優秀だと思われている彼には、人

家庭読書、市内各小学校図書館まつりなど読書への

（社）読書推進運動協議会が選定した新成人におすすめの
図書を紹介します。

には言えない秘密があった。それが終始
密はこの本を手に取る人のためにここでも伏せておく。彼の家

児童コーナー

族、周りの大人、友達との関係や原発事故の時事問題などがク

♪『地方のことばで書かれた絵本』展示

ライマックスに向かってうまくからんでくる。ラストシーンの

期間：１月 15 日（水）～２８日（火）
方言の響きの楽しさを体験してもらうために、それぞれの
地域で話されている「お国ことば」でかかれた絵本を紹介
します。

１月１３日（月）は、祝日のため開館します！
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日
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問題となって、彼の生活を追体験する重要な鍵なので、その秘

火
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木

金
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９

♪『絵手紙』展
期間：1 月２２日（水）～2 月５日（水）
絵手紙サークルのみなさんの作品を紹介します。

児童コーナー展示
♪『冬いっしょく絵本』展

～児童書～

『この湖にボート禁止』
ジェフリー・トリーフ／著
福音館書店／発行

期間：１月２８日（火）まで
お正月、干支、雪がいっぱいの絵本など
展示します！

９文字のこのタイトルに引かれた。どう

水
８

解放感に向かって読んでみませんか。

取り組みをご紹介します。

土

４ は
、
10 11 休

12 13 14 15 16 17

18 館
日

しても理由が気になる。そんな思いで手に
取ったが、この物語の本当の面白さは謎解

事が一つずつ積み重なっていき、いつのま
にかわくわくするような冒険の世界に紛れ込んでいるといった具
合に。ビルはグラマースクールに通う、ごくふつうの男の子。見

26 27 28 29 30 31

つけたボートで湖の小島に漕ぎ出したところ、待っていたのはア

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
★5 日（日）は、「カルタとり大会」
～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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きよりも設定にあった。日常の小さな出来
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「おはなしランド」（読み聞かせ） ／ ◇
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ルフレッド卿の怒りに震えた一言だった。島にはなにかある。ビ
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ルは妹たちと調査にのりだした。
この作品の登場で、いわゆるオックスブリッジの産物であった
イギリス児童文学に新しい風が吹いた。中産階級の子どもたちで

「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

はなく、ふつうの学校に通う、ふつうの子どもたちの物語。現実
から遠く離れなくても十分であることを教えてくれる。ビルたち
を見守る３人の大人の特徴、湖水地方を彷彿とさせる旗ノ湖村の
美しい景色もまた、英国の一面を知ることができる。

～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
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