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7 月 25・26 日
開催

おなかのナヤミ

健康・介護・趣味・お金など、中高年、

おなかの調子が悪い、でも病院に行く

団塊の世代、シニア世代の気になるテー

ほどでも…。という、微妙なおなかのナ

マの本を集めました。これからの人生を

ヤミを解決してくれそうな本を集めま

自分らしく

した。ぜひチェックして、

豊かに生き

スッキリおなかライフ

るヒントに

をお送りください。

Lｉｂｒａｒｙ
Nｅｗｓ

出会えます。
（9 月 20 日～11 月 19 日）

（～10 月 15 日）

児童特集

図書館の
ルールを守れ！

ひえ～！
まいりました!!

（棚番号：46）

ひろがるマザーグースの世界
マザーグースの本と、マザーグースをモチーフとした本を紹

今年で 28 回目を迎えた夏休

バザーなど

7 月の集中豪雨被災地

み恒例「図書館子どもまつ

サポーター

九州北部地方へ送られま

り」が、7 月 25・26 日に開

のみなさんの

す。図書館の平和を守る

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

催されました。図書館児童図

情熱あふれる

「アローブレンジャー」

は普段手に取れない貴重な本も展示します。クイズもありま

書コーナーや図書館おはなし

催し物が盛り

も登場。ルール無用の

すよ。

広場をはじめ、ギャラリー

だくさん。

「悪レンジャー」に図書

allobu、会議室など、allobu

バザーで集ま

館利用のマナーを教え、

全体が子どもまつり一色に染

ったお金は

それでも暴れる悪者を正

まりました。おはなし会、ク

日本赤十字

義のキックでやっつけま

イズ、工作、紙芝居、ダンス

社を通じ、

した。

（9 月 20 日～12 月 17 日）
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9 月は 19 日（火）がお休みです。

9 月 16 日（土）

文章講座

14：00～15：30

諏訪哲史氏講演会

9 月 30 日（土）

ふるさと講座

14：00～16：00

楽しく学ぶ！活き活きウォーキング

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報

Ｃ

Ｏ

Ｌ

図書館の新事実を発掘！

ふるさと講座

図書館なるほど探検隊

楽しく学ぶ！活き活きウォーキング
【日時】9 月 30 日（土）14：00～16：00

細かい文字や写真、地図も、
画面に大きく見やすく映し出されます。

【場所】allobu 2 階会議室
【対象】一般（小学生以上）

「拡大読書機」

「調べ物のお手伝いカウンター」前の社

【内容】健康法として広く親しまれているウォーキング

会人用閲覧席に設置された「拡大読書

の正しいやり方を学びましょう。一から丁寧にやさし

機」。昨年、６月に株式会社 吉見製作所

く教えますから、未経験者の方でも楽しく参加できま

様よりご寄贈いただいたものです。この

す。※当日は動きやすい服装でお越しください。

拡大読書機、使い方は簡単。ワンタッチ

【定員】60 人（先着順）

Ｕ Ｍ Ｎ

でズームイン⇔ズームアウトできる他、

【料金】無料

画面を回転させたり明るさを調整するこ

【申込み】9 月 3 日（日）～

ともできます。辞書や時刻表などの細か

電話または直接 allobu 図書館へ。

い文字を見るとき、地図を見るのにも便
利です。ご利用の手続きは不要、必要な

子育て支援講座

予告

英語で楽しむハロウィン
【日時】10 月 21 日（土）14：00～16：00 【場所】allobu
【対象】3 歳～未就学児童とその保護者

とき自由にお使いいただけます。

1 階ギャラリーallobu1・2

【料金】無料

調べ物に使える一冊

【内容】ハロウィンの絵本を英語で読み、聞き、遊び、歌い、異文化に触れながら楽しく

道具本

活動します。
【定員】20 組（先着順）
【申込み】9 月 21 日（木）～ 電話または直接 allobu 図書館へ。

弁護士さんに相談する前に読んでおきたい一冊。
最新

くらしの法律相談ハンドブック

困ったときにすぐ役立つ最新の情報・法律５４０例を収録。不
動産、離婚、金銭の貸借、消費生活、労働問題、刑事事件、税
金、年金など、身近な問題に対して３５０名の弁護士がわかり
やすくていねいに解説しています。お困りの問題を解決するヒ
ントが、きっと見つかります。
旬報社 棚番号：29 請求記号：R320.ｼ 14
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親子で楽しむ
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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

大府ストーリーテリング
の会 おむすび
10 じ 30 ぷん～
ごぜん 11 じ～
紙ふうせんごご 2 じ～

人形劇｢かえる｣

6

18

ごご２じ～

ぽっかぽか
親子で絵本を
読みあう会

15

ごぜん 10 じ半～

28

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～

22

親子でわらべうたを
楽しむ会
ごぜん 11 じ～

おはなしべや

おはなしべや

29

ごご２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～
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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。

『ターシャ・テューダーのマザーグース』
ターシャ・テューダー/絵

ないとうりえこ/訳

KADOKAWA
ISBN 978-4-04-066726-3
資料番号 201443371

アメリカを代表する絵本作家ターシャー・テューダーが
英米のわらべうた「マザーグース」を描いた１冊。
言葉と絵でマザーグースの世界が楽しめます。

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!

『むしむしだあれ？』
今森光彦/さく 今森洋輔/え

おじいちゃん

おばあちゃんの本（9/1～9/18）

９月の敬老の日にちなんで、おじいちゃん
大かつやくする絵本を集めました。

『いそがしいよる』
さとうわきこ/さく・え 福音館書店
ISBN 4-8340-0299-3
資料番号 200417244
ある夜のこと。きれいな星空を見あげた ばばばあちゃんは、
とてもいいことを思いつきました。さて、どんなこと？
元気なばばばあちゃんがかつやくするシリーズの１作目です。

お

し

ら

せ

★ガラス展示のお知らせ★
ひろがるマザーグースの世界
～かえるくん恋をさがしに～
期間：9 月 20（水）～10 月 15 日（日）

童心社

ISBN
4-494-00276-3
資料番号 201245446
まあるいかたち、なんだろう？
お花のかげからのぞいているのは？
色々な虫との出会いと驚き、発見の喜びを描いた絵本です。

おばあちゃんが

今月のクイズもあるよ！ぜひ見に来てね。
展示場所：図書館

調べ物のお手伝いカウンター

クイズの答えがわかったら、
児童図書カウンターにきてね！

