
4月 19日、26日の 2日間、子育て支援講座「思い出の作品を本にし 

よう」が開催されました。講師は「子どもとことばの文化研究会」 

を主宰される清水美智子先生。まず清水先生から「子どもと本の関 

わり」についてのお話をうかがいました。そして、お好みの布を表 

紙にして、世界にひとつだけの本を製本。できあがった本には子ど 

も達が幼稚園などで作った作品を貼りつけ「思 

い出の本」にします。清水先生は、お母様、お 

父様の手作りの本は、お子様への愛情の証とな 

るもの。大きくなってからもこの本を見るたび 

に愛されて 

いたという 

意識が呼び起 

こされるので 

は…とおっしゃ 

います。会場で 

は先生が各テーブルを巡りていねいに 

指導してくださいました。笑い声のた 

えない中、個性豊かな本が次々にでき 

あがりました。 

 

 

6 月は 5 日（月）～9 日（金） 

19 日（月）がお休みです。 

児童特集    

（棚番号：46） 

 

 

もう一回読む？はじめて読んでみる？ 

2007年～2016年 

に課題図書となっ 

た本を集めました。 

 

 

（6月 20日 

～8月 18日） 

 

英文多読講座 

多読から英会話 

保管期限の切れた雑誌を無料配布 

雑誌リサイクルフェア 

第 14回子育て支援講座 

親子で折り紙教室 2017 ～ねこの集会～ 

 

6月 18日（日） 

午後 2時～3時半 

6月 24日（土） 

午後 2時～午後 5時 

6月 25日（日） 

午前 10時～12時 

健康特集    

（棚番号：20） 

 

 

野菜の効用や栄養素、美味しい食べ方を

紹介します。野菜を 

たくさん食べて元気 

な身体になりましょう。 

 

 

 

（～6月 18日） 

特別整理期間による休館のお知らせ 

 

 

 

下記の期間、蔵書点検による特別整理期間となるため、 

おおぶ文化交流の杜図書館は休館となります。 

 
平成 29 年 6 月 5 日（月）～6 月 9 日（金） 

この間は、ブックポストへの返却が可能なもののみ、ご返却いただけます。 

※CD、DVD、カセットテープおよび他自治体図書館からの借受資料はご返却いただけま

せん。※図書資料および CD、DVD、カセットテープは各公民館、石ヶ瀬会館、歴史民俗

資料館でご返却いただくことができます。 

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

休館日：第３月曜日（祝日の場合は翌平日） 

年末年始・特別整理期間 
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お子さまへ、愛情こもった手づくりの本を。 
子育て支援講座 

思い出の作品を本にしよう 
4 月 19・26 日 

開催 

これまでの課題図書 

 

野菜生活！ 



図書館なるほど探検隊 
図書館の新事実を発掘！ 

【日時】6月 25日（日）10：00～12：00 

【場所】allobu2階会議室 

【対象】3歳児～小学生とその保護者 

【内容】親子でねこたちを折り紙で折り、

飛び出すカードを作ります。 

【定員】20組（先着順） 

【料金】無料 

【申込み】電話または直接 allobu 図書館

へ。 

 

 

おおぶ文化交流の杜図書館にはインターネットから本を読むことので

きる「電子図書館」があります。ご自宅のパソコンやスマートフォン、

タブレットから、およそ 1500 冊の本を読むことができます。この電

子図書館に、28 年度に開催された文章講座「童話を書いてみよう」の

受講者が執筆した 3 作品が公開されています。小さな子供の目線で書 

 

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報 Ｃ Ｌ Ｍ Ｏ Ｕ Ｎ 

「電子図書館」 の巻 
1500冊のタイトルが読める電子図書館に、 
「文章講座」受講者の童話作品が登場！ 

日本図書館協会発行「日本の図書館統計と名簿 2016」によれば、おおぶ文化交流

の杜図書館は平成 27年度に貸し出した図書の冊数が、同規模自治体（人口 6～10

万人）180の中で全国 1位となりました。貸出冊数計は、1,338,702冊。貸出冊数

が 100万冊を超えたのは、180自治体のうち大府市、稲城市（東京都）、笠間市

（茨城県）、日進市（愛知県）の 4自治体のみです。 

この輝かしい記録は、皆さまのご利用によって達成されたものです。 

職員一同、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。 

英文多読講座  

多読から英会話 

 

【日時】6月 18日（日）14：00～15：30 

【場所】allobu 2階会議室 1・2・3 

【対象】一般  

【内容】英文多読から英会話に挑戦しま

す。英語で話すときのコツや注意点な

ど、なかなか知られていない英語の楽し

み方を学びましょう。 

【定員】30名（先着順） 

【料金】無料 

【申込み】電話または 

直接 allobu図書館へ。 

 

【日時】6月 24日（土）14：00～17：00 

【場所】allobu2階サポーター室 2 

【内容】図書館が所蔵している雑誌で、保

管期限の切れたものを無料で配布いたし

ます。 

【配布対象となる雑誌】 

週刊誌：2015年発行のもの。 

月刊誌・季刊誌：2013年発行のもの。 

（永年保存誌は除く） 

【ご注意】 

お 1人 10冊までとなります。 

持ち帰り用の袋をご持参ください。 

 

保管期限の切れた雑誌を無料配布 

雑誌リサイクルフェア 
 

第 14 回子育て支援講座  
 

かれた可愛らしい作品や

ちょっぴり幻想的なファ

ンタジーなど、個性的な

力作を読んでみません

か？ログイン不要で、ど

なたでもご覧いただけま

す。 

 

図書館のタブ

レットからも

「 電 子 図 書

館」が体験で

きます！ 

 

親子で折り紙教室 2017  
～ねこの集会～ 

文章講座  

エンディングノートの書き方 

 

【日時】7月 2日（日）13：30～15：30 

【場所】allobu 2階会議室 1・2 

【対象】一般  

【内容】終活をはじめる第一歩として話

題の「エンディングノート」の書き方の

ポイントを、行政書士の方にお話しした

だきます。 

【定員】30名（先着順） 

【料金】無料 

【申込み】6月 2日(金)9：00～ 

電話または直接 allobu図書館へ。 

 

予告 

おおぶ文化交流の杜図書館 

「貸出冊数」日本一に！ 

https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/PAK75_englishchirabaru20141206204205_TP_V.jpg


 

 

スタッフのおすすめ！（5/16～6/18） 
今年の 7 月で、おおぶ文化交流の杜図書館は開館 3 年

をむかえます。 

これからも、図書館でたくさんの本との出会いが 

ありますように。 

絵本、物語、調べ物にぴったりな本など、 

図書館のスタッフがおすすめする本をご紹介します。 

『ピッツァぼうや』  
ウィリアム・スタイグ/作 木坂涼/訳 セーラー出版 

ISBN 4-88330-136-2   

資料番号 200831287  
雨のせいで外で遊べず、ごきげんななめのピート。 

そんなピートを見て、お父さんはいいことを思いつきました。 

さあ、それはどんなこと？ 

 

 

 月
げつ

 火
か

 水
すい

 木
もく
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きん

  

   1 2

5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

●おはなしべや････････幼児～小学校高学年 

●おむすび(ストーリーテリング) ･･･････5 歳～ 

●お山の杉の子(デジタル紙芝居) ･･･････幼児～ 

●マシュマローズ(腹話術)･･･････0 歳～ 

●「かえる」(人形劇) ･･･････0 歳～ 

おはなし会のおやすみ 

 5 日(月)親子で楽しむおはなし会 

 8 日(木) 親子でわらべうたを楽しむ会 

 9 日(金)「かえる」人形劇 
図書館は 5 日～9 日まで点検のため、 

おはなし会はおやすみです。 

 

児童
じ ど う

図書
と し ょ

カレンダー 

●親子で楽しむおはなし会････････0 歳～          

●親子でわらべうたを楽しむ会(おむすび)･･･0 歳～2 歳 

●図書館スタッフおはなし会････第 3 水曜日⇒0 歳～2 歳 

第 1 日曜日⇒幼児～ 

●紙ふうせん････････幼児～小学校低学年 

 

大府ストーリーテリング 

の会 おむすび 
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親子で楽しむ 
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します 

としょかんスタッフ 

クラシカル絵本を 

   楽しむ会 

ごご 1じ～ 

ぽっかぽか 

親子で絵本を 

読みあう会 

ごぜん 10じ 30～ 
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 いつもありがとう（5/6～6/18） 
おとうさん、おかあさん、いつもありがとう！ 

5 月と 6 月の母の日・父の日にちなんだ特集です。 

 

『図書館のひみつ』 
高田高史/監修 PHP研究所 

ISBN  978-4-569-78544-8 

資料番号 201612108 
図書館ってどんな所？ 

本の並べ方のルールや、図書館でできること、図書館員の仕事など、 

ふだん利用しているだけではわからないことも紹介。 

本を上手にさがすコツもわかります！  

蔵書点検のため図書館はおやすみします。 

 
貸出期限の変更があります 

●本・雑誌・紙芝居で 

5/22(月)～6/4(日)にかりたもの 

 

●CD・DVD・マンガで 

5/29(月)～6/4(日)にかりたもの 

 

1 週間返却期限が延長されます。 

 

 

※変更は、図書館で貸出す資料のみです。 

市内公民館・石ヶ瀬会館・歴史民族資料館の 

資料は、貸出期限の変更および延長は 

おこなっておりません。 

●9：00～17：00 まで 

･･･図書館入口のポストに返却してください。 

※6/6(火)・7(水)はご利用できません 

●24 時間いつでも 

･･･建物北口のポストに返却してください。 

ポストに入れるとこわれてしまう恐れが 

ありますので、６/10（土）以降に 

図書館カウンターで返してください。 

または市内公民館、石ヶ瀬会館、 

歴史民俗資料館の窓口でも返却できます。 

休館中の資料の返却 

お  し  ら  せ 

休館日：６/5(月)～6/9(金)まで 

 
ニャンとも楽しい！ねこの絵本 

        （5/22～7/17） 
かわいいネコ、かっこいいネコ、こわいネコ・・・。 

色々なネコが大かつやくする絵本を集めました！ 

あなたは、どのネコが好き？  

『こまったときのねこおどり』 
いとうひろし/作 ポプラ社 

ISBN   978-4-591-13407-8 

資料番号 201361516 
なにをやっても失敗ばかりのねこさん。 

おなかをすかせていると、まるまる太ったねずみを発見！ 

でもそのねずみが、食べないでくれたら 

「まいにちどっさりもうかって たっぷりごはんがたべられる」 

方法を教えてくれると言います。その方法は・・・。 
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