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いこいのほんだな
三和保育園への読み聞かせは、３月１０日（月）がラスト！
今までありがとうございました！
子育て支援センターさん、よろしくお願いします！

Ｈ２６年 ３月号 Ｎｏ．３６
暖かくなってきました！春ですね！
卒業・入学のシーズンです！ところで・・・

日本も昔は、９月が卒業・入学の季節だった？！
江戸時代は寺子屋などが学びの場で、特に入学の時期が定められてい

◇貸出日･･･３月４日（火）、１８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･･･３月１８日（火）本を小学校へ！
◆読み聞かせ
・保育園 ：３月１０日（月） 午後１時ごろ～

ませんでした。その後、明治時代に西洋の教育が導入されると、高等教育

・三和小学校朝読書 ： ３月１３日（木）午前８時１５分ごろ～

（中学校）では西洋にならって 9 月入学が主流となります。

・三和・伊深乳幼児学級 ： また、新年度からお楽しみに

しかし、国の経済力を強めて軍備を増強する富国強兵 （ふこくきょうへい）政
策や、政府の会計年度（期間）が「４月始まり３月終わり」となったり、軍隊の
入隊届出開始が 4 月となったりしたため、小学校や師範学校の入学時期
がその影響で 4 月となりました。
いろいろな理由があったのです！詳しくは、調べてみてください。

・山之上乳幼児学級 ： また、新年度からお楽しみに

～岐阜県図書館 大活字本！～
期間： ５月７日（水）まで！絶賛貸出中！！
新たに２９冊を岐阜県立図書館からお借りしました！

５月＝タイ

６月＝フィリピン

９月＝アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ベルギー、
トルコ、モンゴル、ロシア、中国
いずれも夏休み明けから新学年がスタートしているようです。
オーストラリアやニュージーランドは北半球と季節が逆になるので、
１月でも夏休み明けです。シンガポールやタイは常夏なので乾季や雨
季の休みとなりますが、一番長い休み明けにあたります。
韓国は春休み明けの 3 月なので、日本とほぼ同じですね。

～読み聞かせプログラム紹介～
２月１２日（水）に中央図書館で行った
乳幼児向読み聞かせ「おひざでごろごろ」 より
今回のプログラムは･･･
１.わらべうた「おちゃをのみに」
２.紙 芝 居「のーびたのびた」
３.絵
本「はい どうぞ」
４.わらべうた「どっちんかっちん」
５.わらべうた「もちっこやいて」
６.絵
本「ぽんぽんポコポコ」
７.絵
本「はこのなかから いないいないばあ」
８.絵
本「だーれかな だーれかな」
９.工
作「ボンボンでけん玉」

今月は・・・

～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）

自宅に、図書館の本・ＣＤなど返し忘れはありませんか？
新たな生活を始める前に、チェックをしてみてくださいね！
※住所変更により、美濃加茂市に在住、在学、在勤、隣接市町村に
お住まいではなくなった方は、図書カードの返却をお願いします。

■ ３年に１度確認します！

１月＝シンガポール １月末～２月初め＝オーストラリア、ニュージーランド
４月＝日本

卒業・入学、転勤・引っ越しの季節になってきました！

借りに来てくださいね！

ちなみに、外国は、どうなっているの？
３月＝韓国

■ 返し忘れはありませんか？
住所が変わったら図書館まで！

７組の親子さんの参加で、０歳
のあかちゃんが中心の“おひざで
ごろごろ”となりました。
「わらべうた」や「絵本」の読み
聞かせでは、お母さんがお子さん
に話しかけたり、手をとってあや
してみえました。
和やかな雰囲気の中でひととき
を過ごすことができました 

現在、美濃加茂市立図書館では、３年に１度「図書貸出カード」の
更新を行っています。
更新の時は、みなさんに「住所」の確認をお願いしています。
（何か住所確認のできるものをお持ちください。
例：保険証、免許証、生徒手帳など）
更新時期はみなさんそれぞれです。
カウンターで、お声をかけることがあるかと思います。

お手数おかけしますが、ご協力よろしくお願いします！

■ 子ども用 HP(ホームページ)がリニューアル
図書館ホームページ「こどもようの
ページ」が新しくなりました。
難しい漢字がのっていない、ページ
です。ぜひ一度見てみてくださいね。
「美濃加茂市図書館ホームページ」からも、ご覧いただけます。
アドレス：http://www3.city.minokamo.gifu.jp/kids/index.cfm
（※このアドレスは、「こどもようのページ」のものです）

申込は、●直接、図書館カウンターへ ●お電話から
問い合わせは、各会場（開催）館へ
●中央図書館 ℡０５７４－２５－７３１６
●東図書館
℡０５７４－２６－３００１

３月～中央図書館からのお知らせ！
１(土)
２(日)
３(月)
４(火)
５(水)
６(木)
７(金)
８(土)
９(日)
10(月)
11(火)
12(水)
13(木)
14(金)
15(土)
16(日)
17(月)
18(火)
19(水)
20(木)
21(金)
22(土)
23(日)
24(月)
25(火)
26(水)
27(木)
28(金)
29(土)
30(日)
31(月)
白文字

３月～東図書館からのお知らせ！
２月に中央・東図書館では、東濃実業高等学校の生徒さんによる
インターンシップを行いました。
そこで、中央図書館でインターンシップを行った２名におすすめ
の本を紹介していただきました。

～一般書～

『謎解きはディナーのあとで 2』
東川

児童コーナー展示

篤哉／著

『春に出会う絵本』展示
期間：３月５日（水）～１５日（土）
待ち遠しい春にちなんだ絵本を
紹介します。

小学館／発行
この小説は、テレビドラマ
化したものです。お嬢様刑
事・“宝生麗子”役に北川景
子さん、執事の“景山”役に
櫻井翔さんが演じていまし

カウンター前 展示コーナー

た。執事でありながらお嬢様

『平成２５年度ベストリーダー』展
期間：３月１１日（火）～２５日（火）
今年度、中央図書館でよく読まれた図書を
紹介・展示します。

に毒舌を言う場面は、この本
の中でもとても面白くなっ
ています。

出張朗読会（ケアハウス飛騨川）
国民の祝日（春分の日）

BESTREADER

～絵本～

『バムとケロのおかいもの』
島田

ゆか／文・絵

文溪堂／発行

図書整理日

掲示板 展示コーナー
『生け花』展
期間：３月２８日（金）～３０日（日）
福田社中。
美しい花の世界をご覧ください！

白文字

は、休館日

◇／「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」（乳幼児） 毎月第２水曜日 午前１０時３０分～（３０分程度）
場所：どちらも、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

１(土)
２(日)
３(月)
４(火)
５(水)
６(木)
７(金)
８(土)
９(日)
10(月)
11(火)
12(水)
13(木)
14(金)
15(土)
16(日)
17(月)
18(火)
19(水)
20(木)
21(金)
22(土)
23(日)
24(月)
25(火)
26(水)
27(木)
28(金)
29(土)
30(日)
31(月)

しっかりものの犬のバムとやんちゃなカエルケロちゃ
んが、月に一度のお買い物に行く物語です。ちょこちょ
ことかけまわるケロちゃんやそれに世話をやいているバ
ムの様子がとても可愛らしく描かれていますよ。

「古井小 読み聞かせ隊がやってくる！」（行事）

児童コーナー展示
『ようちえん

しょうがっこう と
いうところ絵本』展
期間：４月１９日（火）まで
卒園入園・卒業入学に関係する絵本を
紹介します。

映画「じんじん」試写会

ロビー展示
『古井小 読み聞かせ隊の活動紹介』展
期間：３月１０日（月）まで
今年度、児童による「読み聞かせ隊」を
結成しました。練習風景や校外での活動
の様子などをご紹介します。
『伊勢型紙作品』展
期間：３月１１日（火）～２５日（火）
川辺伊勢型紙サークルのみなさんの
作品を展示します。
振替休館日
国民の祝日（春分の日）

カウンター前 展示コーナー
図書整理日

『防災に関する図書』展
期間：３月２５日（火）まで
東日本大震災など、防災に関する図
書を紹介します！

土曜映画会

は、休館日
△／「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

