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～3月 19 日 

 

  

 

 

この冬にぴったりな本やこれからの季節に読みたくなる冬の本

を紹介します。寒い日が続きますが、お部屋でゆっくり読書し

てみませんか？ 

この冬 読みたい１冊！ 

1月 7日（日） 

14：00～15：00 

1月 21日（日） 

13：30～14：30 

1月 22日（月） 

10：00～12：00 

1月 23日（火） 

14：00～16：00 

 

一般特集    

（棚番号：67） 

 

 

外は寒いから出たくない…。 

そんな時には、おうちの中でゆっくり楽

しみましょう。 

インドアでで 

きる趣味の本を 

集めました。 

1 月 16日～ 

3 月 18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 
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イ ベ ン ト の ご 案 内 ～１月～  

特 集 の 紹 介 

 0562-48-1808  FAX 0562-48-8131 
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健康特集    

（棚番号：20） 

 

 

薬膳料理など身体を内側から美しくす

る料理レシピを紹介。また、太りにくい

食べ方など、 

目からうろこ 

の食生活本も 

注目です。 

 

～2月 18 日 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ！ 

「市民文化交流イベント」初のホール開催！ 

 市民文化交流イベント 

夢幻百物語を聴く 
12 月 1 日 

開催 
食べてキレイになる 

 

おうちの中で楽しもう 

12 月 1～2 日、二日間にわたって

「市民文化交流イベント」を開催

しました。メインテーマは夏目漱

石の「夢十夜」。12月 1日の「夢幻

百物語を聴く」では文芸評論家で

アンソロジストの東雅夫さんと能

楽師の安田登さんを「こもれびホ

ール」にお迎えしました。第一部で

は東雅夫さんによる「夢十夜」解説

の後、安田登さんに能の謡のメソ

ッドを取り入れた朗唱で「夢十夜」

の第三夜を語っていただきまし

た。安田さんの熱演に会場全体が

魅了されました。つづいて、東雅夫

さんと中島敦の「山月記」を競演。 

 

 

英文多読イベント 

英語で本を読み隊 

欧米絵本の歴史講座 

多様化した絵本たち 

文章講座  

エンディングノートの書き方 

 

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。 

 

1月は 1日（月）、2日（火）、 

3日（水）・15日（月）がお休みです 

 

能の「ワキ」が棲む 
この世と異界との境目は 
ちょうど、この縫い目の

ような場所なんです。 

こちらも、絶妙のかけあいでした。第二部は「幻想文学」をテーマとしたシンポジウム。

「夢十夜」をはじめとした幻想文学を縦糸に、なかなか知りえない能の世界を横糸にして

紡ぎ出されるトークは熱を帯びてゆきました。異界と現実が入り混じる「夢十夜」は能の

構造を取り込んでいる、という言葉が印象的でした。 

児童イベント 

かるた大会 

 

左は東雅夫さん、右は安田登さん 



山科理絵さんの原画が飾られたギャラリーで、 

個性豊かなゲストのトークがヒートアップ！ 

 

 
イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報 

Ｃ Ｌ Ｍ Ｏ Ｕ Ｎ 

【日時】3月 3日（土）・4日（日） 

10：00～14：30 

【場所】allobu図書館 

【対象】小学校 3年生～6年生 

【内容】図書館の見学やおはなし会などを

体験します。 

【定員】各日 8名（抽選） 【料金】無料 

【申込み】2月 2日～12日 9：00～  

直接 allobu杜図書館へ 

【その他】抽選申込用紙は図書館に用意し

ます。2 月 13 日～15 日に当選された方の

みに連絡します。 

 

一日司書体験 

図書館ではたらいてみよう 
ふるさと講座 

村木砦と日本鉄炮史  

【日時】2月 18日（日）14：00～16：30 

【場所】allobu2階会議室 1・2・3 

【対象】一般（小学生以上） 

【内容】織田信長が初めて鉄砲を使用した

「村木砦の戦い」と「長篠の戦い」を比較

しつつ、大府の地理と日本鉄砲史について

語ります。 

【定員】100名（先着順） 

【料金】無料 

【申込み】2月 3日 9：00～  

電話または直接 allobu図書館へ。 

【午前の部「夏目漱石 旅と怪談～

夢幻旅行記」】ゲストは「あいち妖怪

保存会共同代表の島田尚幸さんと

「おおぶ文化交流の杜」の浅田光明

総合館長。旅行会社に長く在籍され

海外経験豊富な浅田総合館長と幻想

文学に造詣の深い島田さんが、それ

ぞれの視点で漱石の幻想文学の世界

を掘り下げました。トークの舞台は

漱石が二年間留学したロンドンから 

スタート。小説のモチーフにもなった「倫敦塔」を巡りスコットランドから 

ドイツへ。旅と怪談が織り成すトークは一大紀行となりました。旅の終わ 

りに「朗読グループおおぶ 紙ふうせん」「大府ストーリーテリングの会 

おむすび」の廣野悦子さんが「夢十夜 第一夜」を朗読してくださいました。 

 

【午後の部「うつくしき怪談と夢幻能」】パネリストは昨日にひきつづき 

東雅夫さん。そして、東さんが手がけた「文豪ノ怪談ジュニア・セレク 

ション<夢>」にイラストを提供された絵師の山科理絵さんが加わり、 

創作秘話などを語っていただきました。お話しが佳境に入った頃、 

シークレットゲストとして安田登さんが登場。幻想文学にも繋がる 

「夢幻能」ついて、わかりやすく解説していただきました。また、 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ！ 

市民文化交流イベント 

夢幻百物語をみる 
12 月 2 日 

開催 

調べ物に使える一冊 道 具 本 

ボタンダウンシャツの起源は“ポロ競技”。 

基本的なアパレル用語から靴、鞄、装身具の用語まで

282項目を解説。アパレルグッズの起源も掲載されてお

り読み物としても楽しめる。例えば、ボタンダウンシ

ャツはもともとポロ競技用であり､激しい動きでネクタ

イの結び目が回ってしまうのを防ぐためだったとか。 

小川龍夫編 繊研新聞社 棚番号：31 請求記号：R589.ｵ 99 

アパレル用語事典 

左から 

東雅夫さん 

山科理絵さん 

安田登さん 

安田登さんは 

シークレットゲスト 

として登場。 

左は「あいち妖怪保存会」島田共同代表 

右は「おおぶ文化交流の杜」浅田総合館長 

～大府を支配した水野氏と織田信長の遺産～ 

安田さんの指導の下 

参加者全員で「謡」 

に挑戦。貴重な 

経験となりました。 
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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～ 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 

かるたとり大会 

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～ 

★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★ 

ぽっかぽか 

 

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～ 

「かえる」 

 

ごぜん11じ～ 

新年あけまして 

おめでとうございます 

ことしもどうぞよろしく 

おねがいします 

クラシカル絵本を

楽しむ会 

ごご 1 じ～ 

(0562)48-1808 

http://library.allobu.jp 発行：2018 年 1 月 

冬のおたのしみ～この冬よみたい 1 冊!～ 

（12/19～3/18） 
寒い冬は、あたたかい部屋でゆっくり読書を楽しみませんか？ 

心もぽかぽか あたたかくなる本を集めました。 
 

『ゆき』 
きくちちき/作 ほるぷ出版  

ISBN 978-4-593-56099-8 

資料番号 201618337 

 

 
 

風に舞って、静かに森に降り積もる雪のようすを描いた１冊。 

雪は冷たいはずなのに、どこか温もりも感じられる絵本です。 

お正月の本（12/26～1/14） 
あけましておめでとう！ 

お正月の本や、１年のはじまりにぴったりの本を集めました。 

 『十二支のはじまり』  
高谷まちこ/ぶんとえ ハッピーオウル社 

ISBN 978-4-902528-31-2   

資料番号 201279460  

 

十二支がどんなふうに決まったか知ってる？ 

十二支のはじまりのお話を分りやすく描いた絵本です。 

★かるた大会のお知らせ★ 

日時：1 月 7 日（日）ごご 2 じ～ 

場所：おはなし広場 

図書館スタッフによる、おはなし会とかるた 

・百人一首をします！景品もあり！！ 

お し ら せ 

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。 

 
『あたしもびょうきになりたいな！』 
フランツ＝ブランデンベルク/さく  

アリキ＝ブランデンベルク/え  

ふくもとゆみこ/やく 偕成社 

ISBN  4-03-201290-3  

資料番号 200421329 
 

きょうだいのエドワードが病気になって、家族に優しくされているのを

見たエリザベスは、うらやましくてたまりません。 

「あたしもびょうきになりたいなあ！」 

すると、何日かたって本当に病気になってしまい・・・。 

■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★ 
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