
  

新春恒例 

かるたとり百人一首大会 

おたのしみ上映会 

おまえ うまそうだな 

暮らし特集    

（棚番号：22） 

 

 

「お酒」、「おつまみ」から「おも 

てなし料理」までを特集。 

寒い季節は、みんなで 

テーブルを囲みま 

しょう。 

 

 

（～2月 17日） 

1月 6日（日） 

14：00～15：00 

1月 12日（土） 

14：30～16：00 

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 

 1月は 21日（月）がお休みです。 

一般特集    

（棚番号：67） 

 

 

「本」をテーマにした内容の本を集め

ました。図書館に 

足を運んでみま 

せんか？ 

 

 

（1月 22日～ 

3月 17日） 

百人一首、お手玉、こままわしなどの冬のあそびから、 

スキー、スケートなどのウインタースポーツまで、 

冬のお楽しみに関する本を集めました。 

（～3月 17日） 

 

冬のあそび・スポーツ 

  

 

  

市民文化交流イベント 

有栖川有栖 本の世界、ミステリーの世界 

としょかん通信  1 月号 
Vol.38 平成 31年 1月 1日発行  

イ ベ ン ト の ご 案 内 ～1月～  

 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ！ 

有栖川先生の熱き「ミステリー愛」が伝わりました。 

12 月 15 日 
開催 

本 みんなでいっしょに 

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  

  

児童特集                      （棚番号：46） 

 

年に一度 開催される「市民文化交流イベント」。今年は日本を代表するミステリー作

家 有栖川有栖先生をお招きし「本の世界、ミステリーの世界」と題した講演会を開

催しました。幼いときからミステリーを読み耽っていたとおっしゃる有栖川先生。膨

大な知識をもとに、お話はミステリーの歴史から日本ミステリーの現状まで幅広い分

野におよびました。有栖川先生のミステリーに対する熱き想いが伝わるお話の後に

は、ご自身の創作の裏話など興味深いエピソードも数多くお聞きすることができまし

た。講演の後は質疑応答。スランプの打開法や人気シリーズの今後の展開など、気に

なる質問に笑顔で答えていただきました。そして、最後はサイン会。こちらも希望者

全員に快く応じていただきました。有栖川先生、ありがとうございました！ 

講義の中で書かれた 

「ミステリー史」の前で。 

 

講演の後、サイン会を開催。 

 



おたのしみ上映会  

『おまえ うまそうだな』宮西達也原作 
【日時】1月 12 日（土）14：30～16：00 

※開場 14時 朝ベジファースト PRあり 

【場所】allobuギャラリーallobu  

【内容】お父さんにまちがえられた大きな恐竜と 

赤ちゃん恐竜の愛情ものがたり 

 

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 

 

毎月 第３月曜日、図書館は月に一度の休館日に

なっています。皆さまにはご不便をおかけして

おりますが、図書館スタッフは全員出勤し普段

できない作業を行なっています。たとえば特集

展示の入替え①。そして文字通りの館内の書架

整理②など、お客さまがいらっしゃらないから

こそできる作業を進めます。また、スタッフ全

員が出席するミーティング③では、様々な情報

交換や情報共有を行ないます。外部でセミナー

を受講した際には受講者がその内容を発表しス

タッフ全員のスキルアップにつなげます。 

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報

Ｃ Ｌ Ｍ Ｏ Ｕ Ｎ 

「館内整理日」 の巻 

毎月 第 3月曜日の館内整理日、 

休館していますが実は大忙しです。 

おおぶ文化交流の杜図書館で働く 

図書館スタッフは、 

館長を含めて全部で 

何人いるでしょう？ 

※12月 31日現在の人数 z 

 

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 

12月号の答：児童図書コーナー奥の中庭に置かれている母娘の像のタイトルは「ふれあい」 

 
館長を除くと、 

野球チームが 

３チーム作れるよ。 

ヒント 

児童イベント  

図書館スタッフによるクリスマスイベント 

『てぶくろ』ウクライナ民話 

 

【定員】70名（先着順） 

【料金】無料 

【申込み】当日、直接会場へ。 

12 月 2 日 
開催 

毎年恒例となっている児童図書コーナースタッフによる人形劇。初年度の「ロミオとジュリ

エット」２年目の「ブレーメンの音楽隊」につづき、３年目の今年はウクライナ民話「てぶ

くろ」をお届けしました。おじいさんが落とした手袋の中に森の動物たちが続々と集まり、

手袋の中は大にぎわいとなる楽しい物語。人形、舞台装置の全てが図書館スタッフの手づく

りです。80名もの皆さんに図書館からのクリスマスプレゼントを楽しんでいただきました。 

 全員集合でごわす！ 

 

① 

 

② 

 

③ 

 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ2 
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『韓国のお正月』  
イ・サンヒ/作 ホン・ソンジュ/絵  

おおたけきよみ/訳 

ISBN 978-4-265-85005-1   

資料番号 201314887  

 

今日はお正月。しんせきがみんな集まって新しい年を 

お祝いします。おとなりの国・韓国のお正月の様子を描いた絵本です。 

   ★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。 

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～ 

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～ 

●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 

 

あそびのいっぽ 

 

ごぜん 11 じ～ 

親子で楽しむ 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

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～ 

新春 

かるたとり大会 
としょかんスタッフ 

ごご 2 じ～ 

休館
きゅうかん

日
び

 

 

休館
きゅうかん

日
び

 

 

休館
きゅうかん

日
び

 

 

休館日 

 

休館日 

 

マシュマローズ 

 

ごぜん 11 じ～ 

｢かえる｣、クラシカル絵本を楽しむ会 

今月はお休みです 
2019 年 1 月 1 日・2 日・3 日、

21 日 休館日です 

としょかん 

スタッフ 

ごぜん 11 じ～ 

ぽっかぽか 

ごぜん 

10 じ 30 ぷん～ 

(0562)48-1808 

http://library.allobu.jp 発行：2019 年 1 月 

 

冬のあそび・スポーツ（12/18～3/17） 
スキー、スケート、雪あそび・・・。 

寒い季節は、冬のあそびやスポーツであったまろう！ 

『おやこペンギンジェイとドゥのゆきあそび』 
片平直樹/作 高畠純/絵 ひさかたチャイルド  

ISBN 978-4-89325-944-8 

資料番号 201334778 
 

雪が積もった日の朝、 

お父さんペンギンのジェイは、 

おおはりきりで息子のドゥを外に連れ出します。 

ふたりで大きな雪だるまを作っていると・・・。 

 

お正月の本（12/26～1/20） 
あけましておめでとうございます！ 

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。 

 

来年はいのしし年だよ！いのししとぶたの絵本 
（11/20～1/20） 

2019 年の干支・いのしし年にちなんで、 

いのししとぶたの絵本の特集です。 

『ともだち』 
ヘルメ・ハイネ/さく いけだかよこ/やく ほるぷ出版 

ISBN  4-593-50351-5 

資料番号 200612190 
 

おんどりのフランツ、ネズミのジョニー、 

ぶたのヴァルデマールは大のなかよし。 

助け合いながら楽しく過ごす、 

３びきの友情を描いたお話です。 

 「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！ 

ど～こだ？（1/16～2019 年 1/20 まで） 

新春  
かるたとり・百人一首大会 
 

図書館スタッフによるおはなし会と 

かるたとり・百人一首をします！ 

お筝
こと

の演奏や景品もあり！ 

1 月 6 日(日)ごご 2 じ～ 
場所：おはなし広場 

対象：幼児～大人 

料金：無料 

予約：不要。直接おはなし広場へ 

おたのしみ上映会 

『おまえうまそうだな』 
お父さんにまちがえられた大きな恐竜と、あか

ちゃん恐竜の愛情を描いた絵本作家 宮西達

也のアニメーション作品を上映します。 

1 月 12 日（土） 
ごご 2 時半～4 時（ごご 2 時開場） 

場所 ギャラリーallobu 

定員 70 人（先着順） 

料金 無料、申込 当日直接会場へ 
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