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免疫力を高めよう！

文字通り「青空教室」になりました!!

9 月 30 日
開催

ふるさと講座

時短レシピ

楽しく学ぶ！活き活きウォーキング
秋が深まるとともに、風邪やインフルエ

忙しいときにもパパッと簡単に、しか

ンザの季節も到来します。免疫力を高め

も美味しく出来あがる。

て強い身体をつくり、寒い季節を元気に

魔法のレシピを数多く

乗り越えましょう！

紹介します。
（～12 月 17 日）

Lｉｂｒａｒｙ
Nｅｗｓ

ウォーキングをより身近に感じていただ
くために、至学館大学・内田智子助教を
講師にお招きし講座を開講しました。
内田先生は大学で「こども教育・健康学
科」の

（～12 月 17 日）

児童特集

気

（棚番号：53）

も

助教を
勤められ
るととも

講義も楽しく、
あっという間の１時間でした。

ち

に競歩の

芸術の秋、スポーツの秋、食よくの秋･･･。

い

ーキングのプロフェッショナル”で

いろんな秋の本を紹介します。

ね
～

いろんな秋みつけた！

い

（11 月 1 日～11 月 30 日）

経験も持たれている、いわば“ウォ
す。講座は「講義」と「実技」の二
部制。まずは会議室にてウォーキン
グと健康との関係性や正しいウォー
キング法についての講義を受けまし

市民文化交流イベント 2017

プレイベント

「夢幻百物語」

た。続いて屋外に出て入念にストレ

夢幻おはなし会開催！

ッチ。その後、allobu を取り囲む

とき/11 月 5 日(日)14：00～

12 月 1～2 日に開催される市民文化交

ところ/図書館おはなし広場

流イベント「夢幻百物語」とのコラ

東雅夫さんが編集した「怪談
えほんシリーズ」など怖いお
はなしを図書館スタッフが読
みます。

ボレーション。ゲストの東雅夫氏、
安田登氏の著書は見逃せません！
（～12 月 2

 0562-48-1808

FAX 0562-48-8131

休館日：第３月曜日（祝日の場合は翌平日）

舗道を実際にウォーキングしてみま
した。当日は雲ひとつない秋晴れ。
澄み渡る空気を胸いっぱいに吸い込
んで気持ちのよい汗を流しました。

イ ベ ン ト の ご 案 内 ～１１月～
11 月 4（土）
・18 日（土）

文章講座

14：00～15：30

短歌を作ってみよう

〒474-0053 大府市柊山町六丁目 150-1

年末年始・特別整理期間

11 月 19 日（日）

映画上映会

HP アドレス http://library.allobu.jp

11 月は 20 日（月）がお休みです。

14：00～16：00

石井桃子さん

ドキュメンタリー映画

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報
ふるさと講座

児童イベント

あいち伝統野菜から学ぶ
野菜ってこんなにおもしろい！

図書館スタッフによるクリスマスイベント

【日時】12 月 9 日（土）

【日時】12 月 17 日（日）14：30～15：30
【場所】図書館おはなし広場

14：00～15：30

市民文化交流イベント 2017

ブレーメンのおんがくたい

【場所】allobu 2 階会議室 1・2・3

【対象】幼児～

【対象】一般

【内容】人形劇

（小学生以上）

【内容】
「あいち伝統野菜」35 種類のうち 3

【定員】50 人

種が大府産。全国の野菜づくりに大きく

【料金】無料

貢献するあいち伝統野菜を身近な野菜

【申込み】不要

として知ってみては？

市民文化交流イベント 2017

【定員】100 人（先着順）
【料金】無料

混雑した場合は

【申込み】11 月 18 日（土）～

お子様が優先となります。

電話または直接 allobu 図書館へ。
『文豪ノ怪談ジュニア・セレクション〈夢〉』

12/1

装画

山科理絵

夢幻百物語を聴く

(金) 幻想文学としての夏目漱石『夢十夜』を語る シンポジウムと朗唱
東雅夫（文芸評論家・アンソロジスト）×安田登（下掛宝生流 ワキ方 能楽師）
第１部では能の謡のメソッドを取り入れた朗唱で夏目漱石「夢十夜 第三夜」などをお届けします。
第２部では「幻想文学の魅力を語る」をテーマとしたシンポジウムをお楽しみ下さい。
【対象】小学３年生～一般【時間】開場・受付 17：30 開演 18：30～ 終演 20：30
【整理券配布】16：00～【場所】おおぶ文化交流の杜 １Ｆこもれびホール【定員】250 名（全席自由
席）【料金】一般 1000 円 小中学生 500 円【販売所】おおぶ文化交流の杜図書館総合案内カウンター
または大府市役所文化振興課に直接お越し下さい。【申込み】電話/Ｅmail/ＦＡＸでも申込みを受付け
ております。詳しくは、ＨＰをご覧下さい。

午前の部

夏目漱石

Ｏ

Ｌ

Ｕ Ｍ Ｎ

調べ物に使える一冊

道具本

旅と怪談 ～夢幻旅行記～

(土)【出演】島田尚幸（あいち妖怪保存会

共同代表）×浅田光明（おおぶ文化交流の杜
廣野悦子（朗読グループ おおぶ 紙ふうせん）
【時間】開場・受付 9：45 開演 10：00 終演 11：30

午後の部

Ｃ

秋桜をコスモスと読ませたのは山口百恵の曲が始まり。

夢幻百物語をみる

12/2

ご了承ください。

総合館長）

うつくしき怪談と夢幻能

【出演】東雅夫（文芸評論家・アンソロジスト）×山科理絵（絵師）×シークレットゲスト
【時間】開場・受付 13：00 開演 13：30 終演 15：30

当て字・当て読み漢字表現辞典
運命(さだめ)、女性(ひと)、生命(いのち)、本気(まじ)など、
一般的になっているものの普通の辞書には載らない漢字表現を

【対象】小学３年生～一般【場所】おおぶ文化交流の杜 １Ｆギャラリーallobu
【定員】各 70 名（全席自由席）【料金】無料
【申込】電話もしくはおおぶ文化交流の杜図書館総合案内カウンターに直接お越し下さい。
また、Ｅmail/ＦＡＸでも申込みを受付けております。詳しくは、ＨＰをご覧下さい。

採録。漫画・歌詞・テレビなど、その出所を明らかにし、用例

山科理絵 【時間】12/1（金）14：00～17：00 12/2（土）10：00～12：00 13：00～16：30
原画展 【場所】おおぶ文化交流の杜 １Ｆギャラリーallobu【料金】無料 予約不要

笹原宏之編 三省堂 棚番号：31 請求記号：R811.ｻ 10

12/1・2

とともに解説しています。秋桜をコスモスと読ませたのは、さ
だまさしが山口百恵のために作詞した「秋桜」が最初とか。

じどうとしょ
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1
としょかんスタッフ
おはなし会
ごご 2 じ～

親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

6

7

13

14 おはなし会

親子で楽しむ
ごぜん 11 じ～

親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

きゅうかん び

20 休 館 日 21
クリスマスおはなし会
至学館大学
ごぜん 11 じ～

クラシカル絵本を
楽しむ会
ごご 1 じ～

27

親子で楽しむ

28おはなし会

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

2

ごご２じ～

親子でわらべうたを
楽しむ会
ごぜん 11 じ～

8

9

10

としょかんスタッフ

おはなし会
15 ごぜん
16
11 じ～

22

23

29

30

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～

｢かえる｣

おはなしべや

17

ごご２じ～

ぽっかぽか
親子で絵本を
読みあう会
10 じ 30 ぷん～

24

●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～

おはなし会
23(木)

お山の杉の子
ごぜん 11 じ～
おはなしべや
ごご 2 じ～

おやすみ

親子でわらべうたを楽しむ会

(0562)48-1808
発行：2017 年 11 月

http://library.allobu.jp
ひろがるマザーグースの世界（9/20～12/17）

いろんな秋みつけた！ （11/1～11/30）

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。

芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・。
秋は楽しいことがいっぱい！色々な秋の絵本を集めました。

『おちばいちば』

『マザーグースのうたがきこえる』
ニコラ・ベーリー/え ゆらきみよし/やく
ISBN 4-593-50094-X
資料番号 200650737

ほるぷ出版

マザーグースの中でも特に親しまれている 22 篇に、
イギリスの画家ニコラ・ベーリーが、美しい絵をつけました。
マザーグースの世界をより楽しめる絵本です。

西原みのり/作 ブロンズ新社
ISBN 978-4-89309-525-1
資料番号 201330537
さっちゃんが作ったどんぐりのお馬さんが、突然歩き出しました。
突然強い風が吹いて、気が付くとお馬さんの背中に乗っていたさっちゃん。
着いたところは、不思議なお店がたくさん並ぶにぎやかな「おちばいちば」でした。

★ガラス展示のお知らせ★

お

ひろがるマザーグースの世界～3 人のゆかいな狩人～

し

ら

せ

期間：11/21～12/17
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。

『注文の多い料理店』
宮沢賢治/文 佐藤国男/画 こどもの未来社
ISBN
978-4-901330-76-3
資料番号 201397833
２人の若い紳士が、狩りをしに山へやって来ました。
獲物は見つからず、お腹を空かせた２人が見つけた
のは「山猫軒」という西洋料理店。
しかしそこは、客に注文を出す変わった料理店で・・・。

★もうひとつの｢ごんぎつね｣のしょうかい★
『ごんぎつね

南吉オリジナル版』(複製)が入りました！

新美南吉の｢ごんぎつね｣にはもうひとつの｢ごんぎつね｣があることを
ご存知ですか？もうひとつの｢ごんぎつね｣(『ごんぎつね 南吉オリジナル
版』)は、よく知られている
｢ごんぎつね｣の草稿(＝本の下書き・原稿)です。
また、ふたつの｢ごんぎつね｣を比較した
『解説・二つの｢ごんぎつね｣』(複製)も、入りました。
どちらの本も、児童図書コーナーの
カウンターにあります。
お読みになりたいかたは、スタッフにお申し付けください。
なお、2 冊とも貸出しができない本です。
館内でごらんください。

