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（～1月 7日） 

 

  

 

 

誰もが一度は読んだことのある「長靴をはいたネコ」をはじめ、

ネコが登場する海外の海外の絵本を集めました。いろんな「長

靴をはいたネコ」を読み比べても面白い！ 

 

ニャンとも楽しい！ネコの絵本 ～海外編～ 

12月 1日（金） 

18：30～20：30 

12月 2日（土） 

10：00～11：30 13：30～15：30 

12月 4日（月） 

10：00～12：00 

12月 9日（土） 

14：00～15：30 

12月 12日（火） 

13：30～14：30 

12月 17日（日） 

14：30～15：30 

 

 

一般特集    

（棚番号：67） 

 

 

「鍋料理」「バスタイム」「手作りストー

ブ」からほっこり心 

温まる「小説」まで。 

寒さを忘れる本を集 

めました。 

 

 

（～1月 14日） 

  

 

  

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 

としょかん通信  １２月号 
Vol.25  平成 29年 12月 1日発行  

イ ベ ン ト の ご 案 内 ～１２月～  

特 集 の 紹 介 

 0562-48-1808  FAX 0562-48-8131 

〒474-0053 大府市柊山町六丁目 150-1 

  HP アドレス http://library.allobu.jp  

  

ティーンズ特集    

（棚番号：26） 

 

 

部活動を舞台にした小説や部活動の上

達ガイドを紹介します。上達ガイドは

文化部、 

運動部に 

分かれ内容 

もバラエティ 

豊富！ 

（～1月 14日） 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ！ 

みんなで、Ｈａｐｐｙ Ｈａｌｌｏｗｅｅｎ！ 
 子育て支援講座 

英語で楽しむハロウィン 
10 月 21 日 

開催 
部活動応援 

 

身も心も温まる本 

日本多読学会の役員で子ども多読の第一

人者の宮下いづみ先生をお招きし、未就学

の子どもたちとハロウィンパーティを開

催しました。先生、子どもたち、そして図

書館スタッフも仮装して、気持ちはノリノ

リ♪英語で書かれたハロウィンの絵本を 

市民文化交流イベント 2017 

夢幻百物語を聞く 

市民文化交流イベント 2017 

夢幻百物語をみる 

欧米絵本の歴史講座 

アメリカ絵本の黄金時代 1930 年代～ 

ふるさと講座 

野菜ってこんなにおもしろい 

英文多読イベント 

英語で本を読み隊 

図書館スタッフによるクリスマスイベント  

ブレーメンのおんがくたい 

 
ＴＲＩＣＫ 
ＯＲ 

ＴＲＥＡＴ！ 
 

読んだり、英語の歌を歌ったり･･･。ひとあ

し早い Halloweenを enjoyしました。 

 

12月は 18日（月）、29日（金）、 

30日（土）、31日（日）がお休みです 



を貸出対象とした子ども向け資料が揃っ

ています。ここにある資料のうち図書、

紙芝居、雑誌は貸出冊数の上限が 100点。

貸出期間は最長 1ヶ月となります。 

図書館なるほど探検隊 
図書館の新事実を発掘！ 

「調べ物のお手

伝いカウンタ

ー」の奥にある

扉を開けると、

そこは「学校貸

出図書室」。大府

市内の小中学校 

 

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報 Ｃ Ｌ Ｍ Ｏ Ｕ Ｎ 

「学校貸出図書室」 の巻 
ひっそり佇む扉の向こうは、 
子どもたちにとって宝の山！ 

英文多読イベント  

英語で本を読み隊 

 

【日時】1月 21日（日）13：30～14：30 

【場所】allobu図書館 グループ室３ 

（入退室自由） 

【対象】一般 ※お子様連れも大歓迎！ 

【内容】英語で多読を始めませんか？図

書館スタッフや多読愛好家がお手伝い

します。 

【料金】無料 

【申込み】予約不要。詳しくは図書館ス

タッフまでお声がけください。 

【日時】1月 22日（月）10：00～12：00 

【場所】allobu2階サポーター室 

【対象】一般 

【内容】1950年代、欧米では個性豊かな絵

本作家が活躍します。ブリュノフ、マーシ

ャ・ブラウン、レオ・レオニ･･･。この時代

の絵本の発展を、彼らの絵本とともに紹介

します。 

【料金】無料 

【申込み】当日、直接開場までお越しくだ

さい。 

【共催】O.L.V. 

 

欧米絵本の歴史講座 第 3回 

多様化した絵本たち 
1950 年代～ 

文章講座 

エンディングノートの書き方 

【日時】1月 23日（火）14：00～16：00 

【場所】allobu2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からお話いただきま

す。※7月に開催した講座と同じ内容とな

ります。 

【料金】無料 

【定員】30名（先着順） 

【申込み】12 月 19 日 9：00～ 電話また

は直接おおぶ文化交流の杜図書館へ。 

駐輪場 

立体駐車場 

 

allobu 
北入口 

返却ポスト 

年末年始のご案内 

Ｎ 

返却ポスト 

この扉の向こう側は… 

■開館について 

12 月 29日（金）～1月 3日（水）の期間中は閉館しております。 

2018年は 1月 4日（木）午前 9 時より開館しております。 

■返却について 

  図書館閉館時には、屋外の返却ポストがご利用いただけます。 

  こちらのポストは 24時間 365日開いております。 

  ※CD、DVDはポストには返却できません。開館中にご返却ください。 

■貸出期間の延長 

  以下の期間に借りた資料は、通常より貸出期間が長くなります。 

【図書・紙芝居・雑誌】 

12月 15日（金）～28日（木）の貸出期間は３週間。 

【CD・DVD・マンガ】 

12月 22日（金）～28日（木）の貸出期間は２週間 
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児童
じ ど う

図書
と し ょ

カレンダー 

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～ 

おはなしべや 

ごご２じ～ 

お山の杉の子 

ごぜん 11 じ～ 

おはなしべや 

 ごご 2 じ～ 

 

ごご 2 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～ 

休館
きゅうかん

日
び

 

親子でわらべうたを

楽しむ会 

ごぜん 11 じ～ 

としょかんスタッフ 

おはなし会 

ごご 2じ～ 

としょかんスタッフ 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

●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～ 

●ぽっかぽか･･･････0 歳～ 

●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 

 

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～ 

クラシカル絵本を 

楽しむ会 

ごご 1じ～ 

ぽっかぽか 

 

11 じ～ 

★12月 29日(金)～1月3日(水)まで図書館は年末年始休館日です★ 

おやすみ 

親子でわらべうたを 

楽しむ会 28(木) 

としょかんスタッフ 
 

クリスマス人形劇 

ごご 2 じ 30 ぷん 

  

 

(0562)48-1808 

http://library.allobu.jp 発行：2017 年 12 月 

ひろがるマザーグースの世界（9/20～12/17） 
マザーグースの本と、マザーグースをモチーフにした本を紹介

します。調べ物のお手伝いカウンター前のガラスケースでは、 

普段手に取れない貴重な絵本も展示します。 
 

クリスマスの本 （12/1～12/25） 
12 月のイベントといえば、クリスマス！ 

クリスマスが待ち遠しくなる絵本の特集です。 

 

『ししゅうでつづるマザーグース』 
ベリンダ・ドウンズ/刺繍 鷲津名都江/訳 評論社  

ISBN 4-566-00378-7 

資料番号 200789766 
 

かわいらしい刺繍のイラストとともに、マザーグースのうたから 48 編

を紹介する絵本です。 

★ガラス展示のお知らせ★ 
ひろがるマザーグースの世界～3 人のゆかいな狩人～ 
期間：11/21～12/17 

今月のクイズもあるよ！ぜひ見に来てね。 

『あのね、サンタの国ではね・・・』  
黒井健/絵 嘉納純子/文 偕成社 

ISBN 4-03-221030-6   

資料番号 200657336  

 

クリスマス以外の日、サンタさんがどんなふうに過ごしているか知ってる？ 

サンタの国の一年のようすを楽しく描いた絵本です。 

お し ら せ 

★クリスマスイベントのお知らせ★ 

人形劇『ブレーメンのおんがくたい』 
日時：12 月 17 日（日）14 時半～15 時半 

場所：おはなし広場 

図書館スタッフによる、グリム童話 

「ブレーメンのおんがくたい」の人形劇です。ぜひ遊びに来てくださいね！ ニャンとも楽しいネコの絵本～海外編～ 

（11/21～1/14）   
かわいいネコやかっこいいネコ、色々なネコたちが活やく 

する絵本の特集です！今回は海外の作品を集めました。 

 
『ミスターワッフル！』 
デイヴィッド・ウィーズナー/作 BL出版 

ISBN   978-4-7764-0629-7 

資料番号 201443439 
毎日退屈している猫のワッフルの所へ、ある日小さな宇宙船がやって

きました。 

どんなおもちゃにも興味がなかったワッフルですが・・・。 

宇宙人と猫との攻防を、迫力ある絵で描いた１冊。 

■開館について 

12 月 29 日（金）～1 月 3 日（水）の期間中は閉館しております。 

2018 年は 1 月 4 日（木）午前 9 時より開館しております。 

■返却について 

  図書館閉館時には、屋外の返却ポストがご利用いただけます。24 時間 365 日開いております。 

  ※CD、DVD はポストには返却できません。開館中にご返却ください。 

■貸出期間の延長 

  以下の期間に借りた資料は、通常より貸出期間が長くなります。 

【図書・紙芝居・雑誌】 

12 月 15 日（金）～28 日（木）の貸出期間は３週間。 

【CD・DVD・マンガ】 

12 月 22 日（金）～28 日（木）の貸出期間は２週間 

★年末年始のごあんない★ 

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
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