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ビジネス特集

１０月号

平成 29 年 10 月 1 日発行

ティーンズ特集
（棚番号：20）

ビジネス書大賞

（棚番号：26）

芥川賞作家 諏訪哲史氏が図書館に!!

9 月 16 日
開催

文章講座

ｶｯｺいいおじさん

諏訪哲史氏講演会

「ビジネス書大賞」とは、全国の経営者、

カッコよく生きるおじさんに、様々な

書店員、一般読者、書評家、メディア関

角度からスポットライトを当てた特集

係者が選ぶ「日本初」のビジネス書アワ

です。外見も内面もダンディになるヒ

ードのこと。ビジネス

ントが、きっと見つかります。

Lｉｂｒａｒｙ
Nｅｗｓ

９月１６日、小説家であり随筆家・批評家であ
る諏訪哲史先生をお招きし文章講座を開講しま
した。諏訪先生は愛知県名古屋市出身。

マン必読の一冊に

大学卒業後は名古屋鉄道に勤務しながら詩作を行い、退職後

めぐりあえます。

に執筆した「アサッテの人」で２００７年に群像新人文学賞と
芥川賞を同時受賞されました。初の芥川賞作家の講演とあって、１００人の定員は早々

（～10 月 15 日）

（～11 月 19 日）

に満員御礼となりました。文章講座ということもあり、講演では諏訪先生ならではの文
章創作について語っていただきました。

児童特集

（棚番号：53）

「スットン経」を軽妙な語り口
新刊の
「岩塩の女王」
です。

もうすぐハロウィン！！
「おかしをくれなきゃ、いたずらするぞ！」

絶えない講座でしたが、諏訪氏

受講者の心に深く刻まれたのでは

（10 月 1 日～10 月 31 日）

ないでしょうか。

諏訪ワールドに
引き込まれ
あっという間に
２時間が過ぎました

「岩塩の女王」
新潮社
棚番番号：68
913.6/スワ 17/

FAX 0562-48-8131

で朗読していただくなど笑いの

が抱く文章に対する熱い思いは、

10 月 31 日のハロウィンにちなんだ本の特集です。

 0562-48-1808

中日新聞に連載中のコラム

休館日：第３月曜日（祝日の場合は翌平日）

〒474-0053 大府市柊山町六丁目 150-1

年末年始・特別整理期間

HP アドレス http://library.allobu.jp

10 月は 16 日（月）がお休みです。

イ ベ ン ト の ご 案 内 ～１０月～
10 月 21 日（土）

子育て支援講座

14：00～16：00

英語で楽しむハロウィン

Ｃ

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報
映画上映会

短歌を作ってみよう

石井桃子さん
ドキュメンタリー映画

【日時】11 月 4 日（土）18 日（土）

【日時】11 月 19 日（日）14：00～16：00

【場所】allobu 2 階会議室 1・2

【対象】一般（中学生以上の方）

【対象】一般

【内容】石井桃子さんドキュメンタリー

【内容】大府市在住の歌人

岡本育与さ

映画『子どもに本を

石井桃子の挑戦

んから短歌の作り方を学び、作品を講

Ⅲかつら文庫』を監督･森英男氏の解説

評していただきます。

つきで上映します。
【定員】100 人（先着順）
【料金】1,000 円

【料金】無料

【申込み】10 月 20 日（金）～

10 月 2 日（月）～

いつもご利用いただいている、
ブックポストを裏から見ると・・・。

「ブックポスト」

返却口から入れられた資料（本）はローラ
ーのついたコンベアを伝って大きな木製の
ボックスにためられます。このローラの下
却」がかけられます。一度に何冊もの本
を入れると読みきれませ

料金を添えて直接 allobu 図書館総合案

んので一冊ずつ入れてく

内カウンターへ。

ださいね。仮返却された

電話または直接

【その他】託児（お一人 700 円）をご希望

本はスタッフが汚れや破

allobu 図書館へ。

の方は 10 月 20 日(金)から電話でネット

れなどをチェックした後

ワーク大府（0562-85-7028）へ。

「本返却」をかけます。
北側ブックポストの内側

「子どもまつり」バザーの売上を寄付しました！

Lｉｂｒａｒｙ
Nｅｗｓ-２

7 月 25・26 日に開催された子ど
もまつりのバザーの売上金
31,350 円と募金 2,287 円、合計

調べ物に使える一冊

道具本

ウィスキーを日本に伝えたのはペリー提督。
たべもの起源事典

33,637 円を大府市役所にお届け
にあがりました。このお金は
「平成 29 年 7 月 5 日からの大雨
災害義援金」に寄付されまし た。

たべもの、のみもののルーツを 1400 項目にわけて解説した食
の文化史事典。たとえば、ウィスキーは幕末の 1853 年にペリ
ーが来航した際、琉球の首里王朝に献上したのが始まりとか。
ワインはフランシスコ・ザビエルが山口の大内義隆に贈った

8 月 24 日、岡村秀人市長に売上金を渡す

の巻

図書館の入口に設置されたブックポストを裏から見るとこんなふうになっています。

にはセンサーが設置されていて、「仮返

【定員】20 人（先着順）
【申込み】

Ｕ Ｍ Ｎ

図書館なるほど探検隊

【場所】allobu 2 階会議室

（２回受講できる方）

Ｌ

図書館の新事実を発掘！

文章講座

14：00～15：30

Ｏ

り、石田三成が茶会に出したという記録が残っているという。

大府中、大府南中、大府西中のみなさん。

岡田哲篇 東京堂出版 棚番号：30 請求記号：R383.ｵ 04

じどうとしょ
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親子で楽しむ

2

3 おはなし会

4

5

おはなしべや

6

ごご２じ～

ごぜん 11 じ～
親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

9

10

親子でわらべうたを
楽しむ会
ごぜん 11 じ～

12

13

び
16 きゅうかん
17 おはなし会
18 おはなし会 19
休 館日
ごぜん 11 じ～
ごぜん 11 じ～

20

親子で楽しむ

親子で楽しむ

23

24おはなし会

30

31

ごぜん 11 じ～

11
としょかんスタッフ

25

親子でわらべうたを
楽しむ会
ごぜん 11 じ～

26

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～

ぽっかぽか
おはなし会
27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～

マシュマローズ
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

●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～

(0562)48-1808
発行：2017 年 10 月

http://library.allobu.jp
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。

『これはジャックのたてたいえ』
シムズ・タバック/作 木坂涼/訳 フレーベル館
ISBN 4-577-02657-0
資料番号 201174240
「これはジャックのたてたいえ」は、何世紀にもわたり語りつがれてき
た、マザーグースの積み重ねうたです。
コールデコット賞を受賞したシムズ・タバックが描いた１冊。

★ガラス展示のお知らせ★
ひろがるマザーグースの世界～6 ペンスの唄をうたおう～

おかしをくれなきゃ、いたずらするぞ！
10 月 31 日のハロウィンにちなんだ本の特集です。

『ハロウィーンってなぁに？』
クリステル・デモワノー/作 中島さおり/訳 主婦の友社
ISBN 4-07-252500-6
資料番号 201248770
ちびっこ魔女のビビは、おばあちゃんから初めてハロウィーンの話を聞きます。
由来や伝説、かぼちゃのランタンの作り方まで、ハロウィーンのあれこれを紹介しま
す。ハロウィーンが来るのが待ち遠しくなる絵本です。

お

し

ら

せ

★ミツカン水の文化センター「水の文化」ご紹介★

期間：10/17～11/19
今月のクイズもあるよ！ぜひ見に来てね。

教科書で紹介された本（9/20～11/19）
国語の教科書に掲載されたお話、紹介された本の特集です。
また、日本語から英語に翻訳された絵本も合わせて
展示します。

『ごんぎつね』
新美南吉/作 黒井健/絵

もうすぐハロウィン！！ （10/1～10/31）

偕成社

ISBN
4-03-963270-2
資料番号 200047801
きつねのごんは、兵十のウナギをいたずらで
とってしまいます。それは病気の母親のための
ものだったことを知り、ごんは罪をつぐなおうとしますが・・・。
長年にわたって読み継がれている作品です。

『水の文化』(季刊年 3 回)が入りました。
児童図書の環境の棚(棚番号 46)にあります。
ミツカングループに、ミツカン水の文化センターという、
水に関する文化を紹介する機関があります。
冊子の内容は、水に関する文化が特集されています。
今号『水の文化』No｡56 のみ、貸出ができます。
今号(『水の文化』No.56)の特集では、絵本作家黒井健氏が雲のエッセ
イを書いていらっしゃいます。連載記事として、月ごとのテーマに沿
った本の紹介もあります。｢セーヌ川は流れる｣というテーマでいろい
ろな本も紹介しています。
水に関することを調べたい・知りたいときはぜひ、参考にしてくださ
い。

