
 

東山小学校３年生のみなさん 

が図書館見学に来てくれま 

した。まずは、図書館の 

２階にある「自動閉架書 

庫」へ。ここは普段は 

入れない場所。高い天 

井いっぱいにそびえる 

書庫にはコンテナに入 

った資料（本、ＣＤ、ＤＶＤなど）がぎっしり

です。１階のカウンターから呼び出されたコン

テナが無人の空間を走る･･･まるでＳＦ映画の

ようなシーンに息を呑みました。１階の各フロ

アーを見学した 

後は、図書館長 

への質問タイム。 

「一日にどのく 

 
大府市歴史民俗資料館コラボ特集    

（入口付近） 

 

 

大府市歴史民俗資料館で９月３日まで

開催されている「戦国あいちヒストリ

ア」とのコラボ企画。おなじみ三英傑を

はじめとした愛知出身の名将や甲冑に

関する資料を取り揃えました。戦国ロマ

ンへ、いざ出陣！ 

 

（～9月 3日） 

 

児童特集                      （棚番号：53） 

 

 

 

 

暮らし特集    

（棚番号：22） 

 

 

汗いっぱいの季節、衣類や靴を爽やか

にキープするためのヒントがいっぱ

い。お気に入りを長く大切に着るため

の本をたくさん 

用意しました。 

 

 

（～8月 20日） 

 

調べ学習講座 

夏の自由研究「図書館で調べてみよう！」 

調べ学習講座 

夏の工作教室「まほうのわ」 

おたのしみ映画上映会 

ムーミン谷の夏まつり 

 

 

8月 3日（木）～4日（金） 

午後 1時～3時 

8月 6日（日） 

午後 3時～午後 4時 

8月 26日（土） 

午後 3時～午後 4時半 

 

 

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 

 

「図書館見学ガイド」も 

リニューアル！ 

 

 

 

 

いろんな虫が出てくる、楽しい絵本を集めました。 

絵本を読んだ後は、虫を探しに出かけよう！ 

 

（～9月 18日） 

 

むし・虫 コレクション 

らい来館者があるの？」「利用者カードはどうやって作る

の？」など、様々な質問をいただきました。最後は、自動

貸出機を使って資料の貸出を体験。すでに、自動貸出機を

使ったことのある子は初めての子へアドバイスするなど、

仲よく貸出体験ができました。 
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Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ-1 

大府市内の小学生が図書館見学に来訪！ 
大府市立東山小学校３年生 

図書館見学 
6 月 20 日 

開催 
衣類と靴の洗濯・収納･お手入れ 

 

戦国あいちヒストリア 

8月は 21日（月）がお休みです。 



ａｌｌｏｂｕ開館３周年、図書館も３周年！ 

 

allobuが柊山町にオープンしたのは

2014年 7月 1日。今年で丸３年になり

ます。これを記念し、7月 1日に allobu

１階「ふれあいの路」で記念セレモニー

が開催されました。セレモニーには岡村

秀人大府市長に加え、おぶちゃん、金ち

ゃんも駆けつけ、セレモニーに花を添え

てくれました。また、スペシャルゲスト

として柊山保育園３歳児の子ども達も登

場。allobuや図書館と同い年の子ども 

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報 Ｃ Ｌ Ｍ Ｏ Ｕ Ｎ 

7 月 1 日に記念セレモニーが 

行なわれました。 

調べ学習講座 夏の工作教室 

「まほうのわ」 

 

【日時】8月 6日（日）15：00～16：00 

【場所】allobu 図書館 児童室  

おはなし広場 

【対象】小学校低学年～中学年 

【内容】不思議な「輪」をテーマに、参

加型の実験や工作をします。作った輪

を使って、レースに挑戦しましょう。 

【定員】20人（先着順） 【料金】無料 

【申込み】7月 19日（水）～  

直接 allobu 図書館児童カウンターへ

へ。 

 

 
文章講座 

諏訪哲史氏講演会 
 

調べ物に使える一冊 道 具 本 

中東で靴の裏を相手に見せると、大変なことに…。 

世界 60カ国以上を調査して集めた約 650にものボディートーク

を掲載。わかりやすいイラストを添え、その身ぶりの意味、動

作、背景を地域ごとに解説します。例えば中東やアジアの一部地

域（シンガポール、タイ等）では、靴の裏を見せるのは「侮辱」

を意味し、状況によっては大喧嘩になることもあるのだとか。 

 三省堂 棚番号：31 請求記号：R801.9 ﾓ 16 

ボディートーク 世界の身ぶり辞典 新装版 

予告 
たちから元気いっぱいの声援をいただきました。フィナーレは大府市ユースウインド

オーケストラによる吹奏楽の演奏。華々しく４年目のスタートを切りました。 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ-２ 

受賞歴 

第 50回群像新人文学賞（小説部門）：『アサッテの人』 

第 137回芥川龍之介賞：『アサッテの人』 

名古屋市芸術奨励賞 

 

 

 

おたのしみ映画上映会 

「ムーミン谷の夏まつり」 

 

【日時】8月 26日（土） 

15：00～16：30（14：45開場） 

【場所】allobu1階 ギャラリーallobu 

【内容】大洪水で離ればなれになってし

まったムーミン一家と仲間たちの夏

の日の大冒険。 

【定員】100人（先着順） 

【料金】無料 

【申込み】当日、直接会場へ 

 

【日時】9月 16日（土）14：00～15：30 

【場所】allobu 2階会議室 【対象】一般 

【内容】芥川賞受賞作をはじめとする小説や随筆のエピ

ソード、文学への思いをお話ししていただきます。 

【定員】100人（先着順） 【料金】無料 

【申込み】8月 2日（水）～  

電話または直接 allobu図書館へ。 

 

 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E5%83%8F%E6%96%B0%E4%BA%BA%E6%96%87%E5%AD%A6%E8%B3%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%A5%E5%B7%9D%E9%BE%8D%E4%B9%8B%E4%BB%8B%E8%B3%9E
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●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～ 

大府ストーリーテリング 

の会 おむすび 

10 じ 30 ぷん～ 

紙ふうせんごご 2 じ～ 

おはなしべや 

ごご２じ～ 

親子でわらべうたを

楽しむ会 

ごぜん 11 じ～ 

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 

ごぜん 11 じ～ 

こわいおはなし会 

   

夕方 6 じ～ 

おはなしべや 

ごご２じ～ 

人形劇「かえる」 

   

ごぜん 11 じ～ 

●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 

 

としょかんスタッフ 

おはなし会 

ごご 2 じ～ 

お山の杉の子 

11 じ～ 

おはなしべや 

ごご 2 じ～ 

休館
きゅうかん

日
び

 

親子で楽しむ 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

親子で楽しむ 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

親子で楽しむ 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

マシュマローズ 

 

ごぜん 11 じ～ 

親子でわらべうたを

楽しむ会 

ごぜん 11 じ～ 

26日
にち

（土
ど

）ごご 3 じ～ 

（開場
かいじょう

2 じ 30 ぷん～） 

お楽し
たの

み映画
え い が

上映会
じょうえいかい

 

『ムーミン谷
だに

の夏祭
なつまつ

り』 

(0562)48-1808 

http://library.allobu.jp 

発行：2017 年 8 月 

これまでの課題図書（6/20～8/31） 
もう 1 度読む?はじめて読んでみる？ 

過去 10 年の課題図書の特集です。 

夏を楽しもう！（7/8～8/31） 
楽しいことがいっぱい！夏の絵本の特集です。 

  『なんでもないなつの日』  
ウォルター・デ・ラ・メア/詩 カロリーナ・ラベイ/絵  

海後礼子/訳 岩崎書店 

ISBN 978-4-265-85079-2   

資料番号 201620978  
お日様が傾き、暑かった一日がゆっくりと暮れてゆきます。 

なんでもない夏の日の終わりを、美しい絵とことばで表した絵本です。  

『てとてとてとて』 
浜田桂子/さく 福音館書店 

ISBN  978-4-8340-2327-5 

資料番号 201283231 

 
わたしたちの手は毎日いろんなことをします。 

顔を洗ったり、絵をかいたり、ご飯をたべたり。 

でもそれだけじゃなくて、時には言葉にもなったり、誰かをはげます

こともできます。 

手ってすごい！ 

< 2009 年小学校低学年課題図書> お  し  ら  せ 

日時   8 月 26 日（土）午後 3 時から  

開場   午後 2 時 45 分 

場所   おおぶ文化交流の杜 ギャラリーアローブ 

内容   大洪水で離ればなれになってしまった 

ムーミン一家と仲間たち 

定員   100 人程度（先着順） 

入場無料 当日直接会場へ 

お楽しみ映画上映会  

『ムーミン谷の夏祭り』トーベヤンソン原作 
むし・虫コレクション （7/19～9/18） 
いろんな虫が出てくる楽しい絵本を集めました。 

絵本を読んだ後は、虫を探しに出かけよう! 

 
『セミとわたしはおないどし』 
高岡昌江/文 さげさかのりこ/絵 福音館書店 

ISBN   978-4-8340-2733-4 

資料番号 201346566 

 

 
一年生のみーこは、ある日校庭でセミのぬけがらを 

見つけました。 

なにゼミのぬけがらだろう？ 

夏休みにぴったりのセミの観察絵本です。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOa_6uWCwcUCFQfkpgodymIAgQ&url=http://www.wanpug.com/illust126.html&ei=kXhUVaazIIfImwXKxYGICA&bvm=bv.93112503,d.dGY&psig=AFQjCNH3bEbKbC_IlnnNWP8LnH6fM-rfyw&ust=1431685555234673
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOa_6uWCwcUCFQfkpgodymIAgQ&url=http://www.wanpug.com/illust126.html&ei=kXhUVaazIIfImwXKxYGICA&bvm=bv.93112503,d.dGY&psig=AFQjCNH3bEbKbC_IlnnNWP8LnH6fM-rfyw&ust=1431685555234673
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSoPWi8-HTAhUDE7wKHbgPDG8QjRwIBw&url=https://www.illust-pocket.com/illust/704&psig=AFQjCNGseHscPPJGrdLK8f8AqcTwUAvzkg&ust=1494387982073051
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NLWsWqk3&id=438B7E5BE56B9C6BCB045AA771B24404EE9CD714&thid=OIP.NLWsWqk3JZAD8p12dKfEFgDsDs&q=%e3%81%9b%e3%81%bf%e3%80%80%e7%99%bd%e9%bb%92%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608013572256237161&selectedIndex=4
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=O3kLlVy4&id=F7F9D26958AD18021A03EED5DD80F9C26AF50613&thid=OIP.O3kLlVy4lJOjs1QWQnLsSADsDs&q=%e3%81%8b%e3%81%b6%e3%81%a8%e3%82%80%e3%81%97%e3%80%80%e7%99%bd%e9%bb%92%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608054687962304400&selectedIndex=0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=1DUItbZC&id=CBB3711D2485F1792F8B9E9CC75F9E7486B215DB&thid=OIP.1DUItbZCX44h5aS67Bw-7wEsEs&q=%e6%b5%b7%e3%80%80%e7%99%bd%e9%bb%92%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608023025474275685&selectedIndex=3
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MD3SzCRs&id=1230FDC30ED010ABBD700DA772946A56E2E00E41&thid=OIP.MD3SzCRsk9-W-yqfA69QKADcEs&q=%e6%89%8b%e3%80%80%e7%99%bd%e9%bb%92%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608034591799575700&selectedIndex=1
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cL53WEo/&id=4D74C2B8AAD7620EC73BE2E5E64C71B7EB9FD782&thid=OIP.cL53WEo_hArA7Jj--wj_2wCbEs&q=%e6%98%a0%e7%94%bb%e3%80%80%e7%99%bd%e9%bb%92%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99&simid=607994438162188567&selectedIndex=87
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3VyRWPbz&id=4BE8DEBBDDA89BF43FE111B442A5F434FDE353A3&thid=OIP.3VyRWPbz-lnf7AWILdjO6AEsEs&q=%e3%81%9b%e3%81%bf%e3%80%80%e7%99%bd%e9%bb%92%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%80%80%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608034119368902344&selectedIndex=6
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