
  

遠野物語 

野生動物のメッセージ 

 

6月 3日（日） 

14：00～16：00 

 

特別整理期間による休館のお知らせ 

 

 

 

平成 30年 6月 4日（月）～6月 8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。 

※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。 

※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 

ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

児童特集    

（棚番号：53） 

 

 

夫婦で作品づくりにたずさわった絵本

作家たちを特集 

しています。 

 

 

 

 

（5月 22日～7月 16日） 

 

休館日：第３月曜日（祝日の場合は翌平日） 

年末年始・特別整理期間 

 6月は 4日（月）～8日（金） 

18日（月）がお休みです。 

真」を記録されています。カメラレンズを通して様々な地域の姿

を読み解いていらっしゃる原先生によれば「人物写真（ポートレ

ート）」に人柄（ひとがら）が写り込むように「地理写真」には

街柄（まちがら）が写り込むとか。７回も足を運び新たに記録し

たという大府の地理写真も教材にして地理写真の撮り方、読み解 

 

き方のノウハウをレクチャーしていただきました。 
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Vol.31  平成 30年 6月 1日発行  

イ ベ ン ト の ご 案 内 ～６月～  

 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ！ 

人に人柄があるように、街には「街柄
まちがら

」があるのです。 
ふるさと講座 

地理写真への誘い～地域の見方・撮り方・歩き方～ 

5 月 27 日 

開催 

夫婦で絵本作家 

 

輝け 女性特集 

特 集 の 紹 介 

以下の期間に貸出された資料は１週間返却期限が延長されます。 

【本・雑誌・紙芝居】5月 21日（月）～6月 3日（日） 

【CD・DVD・マンガ】5月 28日（月）～6月 3日（日） 

 

講師は野外歴史地理学研究会

で幹事を勤められる、原眞一

先生。日本国内はもとより世

界各地にまで赴き、これまで

に 10万カットもの「地理写 

 

一般特集    

（棚番号：67） 

 

 

近代～現代で世界を変えた女性、現代で

も活躍しつづける女性の本を中心に集

めました。いつの時代も 

頑張る華麗な女性たち 

に贈る特集です。 

 

 

（～7月 16日） 

 

 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  

  

茶を摘むタミール人 

答志島・和具のなまこ漁 

沖縄本島本部半島の村落 

オランダ・ロッテルダム都心部 

写真撮影 

原眞一氏 

（４点全て） 

 



図書館おしごと図鑑 
図書館スタッフって何してるの？ 

図書館スタッフ 
ほんださん 

文章講座 

読書感想文の書き方 

【日時】7月 8日（日）10：00～11：30【場所】allobu 会議室１・２ 

【対象】小学 3・4年生 

【内容】夏休みの宿題に向けて、読書感想文を書くためのコツを学びます。 

【定員】20名（抽選）【料金】無料  

【申込み】6月 11日（月）～6月 17日（日）に直接 allobu図書館へ 

【その他】当選者には、後日 allobu 図書館から連絡します。詳細は allobu 図書館ホームペ

ージをご覧ください。 

 

                                                                                                                                             

図書館からのお知らせ電話、皆さんは受けた

ことはありますか？おおぶ文化交流の杜図書

館では、主に「予約された資料が整った場

合」と「ご利用中の資料のご返却期日が過ぎ

た場合」に電話連絡を差し上げています。予

約資料の連絡の場合、留守電になった時には

メッセージを残し繋がらない場合には再度か

け直しをします。取り置き期間は連絡後一週

間となっていますが次に別の方の予約が入っ

ている場合がありますので、繋がりやすい電

話番号の登録をお願いいたします。図書館で

はメールによる連絡をお薦めしています。 

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報 Ｃ Ｌ Ｍ Ｏ Ｕ Ｎ 

「電話連絡」 の巻 

「ご予約された資料がご用意できました」 

「ご返却期日が過ぎております」などなど 

大府市の友好都市となっている 

岩手県の市の名前を答えてください。 

図書館 
クイ～ズ！ 

答がわかったら、 
調べ物のお手伝いカウンターへ！ 

先着５名さまに、オリジナル 
クリアファイルをプレゼント！ 

 
クイズに正解して 

クリアファイルをゲット！ 

トショキュウ 

 
いつも ご利用いただき、 

ありがとうございます！ 

 

棚番号 35 

「友好都市」コーナー

を見てみよう 

ヒント 

カッパも登場する 

柳田国男の「○○物語」でも有名！ 

調べ学習講座 

あなたも科学探偵団～身近な“ふしぎ”を調べよう～ 

【日時】7月 15日（日）14：00～15：00【場所】allobu 会議室１・２【対象】小学生 

【内容】中学の理科の先生による出張講座です。「どうやってテーマをみつけるか」「どんな

ふうに調べるのか」「どのようにまとめるのか」まで、子どもたちと対話しながら、具体的

に考えていきます。 

【講師】島田尚幸先生 私立中学校教諭（理科）【定員】20名（抽選） 

【料金】無料【申込み】6月 19日（火）～6月 30日（土）に直接 allobu図書館へ 

【その他】当選者には、後日 allobu 図書館から連絡します。詳細は allobu 図書館ホームペ

ージをご覧ください。 

 

子育て支援講座 

妖怪先生のあ・や・し・い実験教室 ～さあ、実験をはじめようか！～ 

【日時】7月 1日（日）14：30～15：30【場所】allobu 会議室１・２・３  

【対象】小学生とその保護者 

【内容】これは魔術？それとも奇術？妖怪先生が開く、不思議な科学の扉。このトリック、君

は解くことができるかな？講師はあいち妖怪保存会の島田尚幸先生(私立中学校理科教諭)。

普段学校ではできない、色の変わる科学実験や体を使った体験型の実験もします。 

【講師】島田尚幸先生 私立中学校教諭（理科）【定員】20組 70名まで（先着順） 

【料金】無料【申込み】6月 11日（月）9時～電話または直接 allobu図書館へ 

 

 

５月号の答：おおぶ文化交流の杜図書館キャラクターの名前は「どんちゃん」 



 

 

 月
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 火
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 水
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 金
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    1
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11 12 13 14 15 
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児童
じ ど う

図書
と し ょ

カレンダー 

●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 

 

としょかんスタッフ 

おはなし会 

ごご 2 じ～ 

   ★おはなし会について★ 

 
・場所はおはなし広場です。 

・おはなし会の実施時間は 15 分～30 分程度です。 

・おはなし会は入場無料・予約不要です。 

・おはなし会の予定・場所は変更になる場合があります。 

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～ 

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～ 

★『かえる』人形劇は今月はお休みです★ 

親子でわらべうたを

楽しむ会 

ごぜん 11 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～ 

クラシカル絵本を

楽しむ会 

ごご 1 じ～ 

ぽっかぽか 

 

ごぜん10じ半～ 

蔵書点検のため、休館
きゅうかん

します 

 

おはなしべや 

ごご２じ～ 

あそびのいっぽ 

 

ごぜん 11 じ～ 

(0562)48-1808 

http://library.allobu.jp 
発行：2018 年 6 月 

そらのほん（3/20～6/17） 
空の描写が美しい絵本やおはなしなど、 
読んだ後はきっと空を見上げたくなるような本を集めました。 

 

ほっとひといき（5/6～6/17） 

忙しい日々に心と体が少し疲れてくる時は 

本をひらいて、ホッとひといきつきませんか？ 

 『空とぶゴーキー』 

ウィリアム・スタイグ/作 木坂涼/訳 セーラー出版  

ISBN 4-88330-114-1 

資料番号 200676922 
お父さんとお母さんの留守中に、台所でふしぎな液体を作ったゴーキー。

液体の入ったビンを手に昼寝をしていると、空にうかんでしまいました！

とくいになって空の旅を楽しむゴーキーでしたが・・・。 

『はじめての美術鑑賞』  
ロージー・ディキンズ/文 宮坂宏美/訳  

カルレス・バレステロス/イラスト あかね書房 

ISBN 978-4-251-09375-2    

資料番号 201482429  

レオナルド・ダ・ヴィンチやゴッホなど、有名な画家の絵の描き方や 

作品の見所を解説した 1 冊。お家でゆっくり、名画の鑑賞を楽しみませんか？ 

夫婦で絵本作家（5/22～7/16） 
「おさるのジョージ」のシリーズや、「どろんこハリー」は 

夫婦で作られた作品って知っていますか？夫婦で作品づくりに 

たずさわっていた絵本作家たちを特集します。 

 
『はちうえはぼくにまかせて』 

ジーン・ジオン/さく マーガレット・ブロイ・グレアム/え 

もりひさし/やく ペンギン社 

ISBN  4-89274-016-0 

資料番号 200081685 
夏休みにどこへも行けないから、好きなことをしていいと言われた 

トミーは、近所の人たちの鉢植えを預かって世話をすることにしました。 

日当たりを考えたり、水をやったり、図書館で植物のことを調べたり。 

いきいきと楽しそうなトミーの姿に、こちらも楽しくなってきます。 

 

ど～こだ？（1/16～2019 年 1/20 まで） 

「めいろの本はどこ？」「ゾロリの本はどこ？」など思ったことは 

ありませんか？クイズをときながら、本の場所をおぼえちゃおう！ 

お し ら せ 
蔵書点検のため図書館はおやすみします 

休館日：6/4(月)～6/8(金)まで 

●本・雑誌・紙芝居で 
5/21(月)～6/3(日)にかりたもの 

●CD・DVD・マンガで 

5/28(月)～6/3(日)にかりたもの 

 

 

 

 

※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・歴史民俗資料 

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。 

●9：00～22：00 まで 

…図書館入口のポストに返却してください 

※6/5(火)・6(水)はご利用できません 

●24 時間いつでも 

…建物北口のポストはご利用できます 

 

 
●ポストに入れるとこわれてしまう恐れが 

ありますので、6/9(土)以降に図書館カウン 

ターでお返しください。 

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。 

 

貸出期限の変更があります 休館中の資料の返却 

1週間返却期限が延長されます 
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