
 

ふるさと講座 

満蒙開拓団の悲劇～戦争の悲劇を辿る～ 

調べ学習講座 

どうなってるの？わたしのからだ 

調べ学習講座 

くうきってふしぎ～くうきをうごかす～ 

調べ学習講座 

かべ新聞をつくろう～わたしのお気に入り伝え隊～ 

 

 

8月 5日（日） 

14：00～16：00 

8月 6日（月）～７日（火） 

13：00～14：30 

8月 19日（日） 

14：00～15：00 

8月 26日（日） 

13：00～15：00 

 

 

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 

 8月は 20日（月）がお休みです。 

夏を舞台にしたお話が大集合！ 

暑い季節にこそ読んでおきたい本ばかりです。 

 

（～8月 31日） 

 

一般特集    

（丸テーブル） 

 

 

高校野球をはじめとした高校スポーツ

にスポットライトを当てました。 

ピュアな気持ちが 

蘇ってきます。 

 

 

 

（～8月 31日） 

夏を楽しもう！ 

  

 

  

児童特集                      （棚番号：53） 

 

 

一般・児童合同特集    

（丸テーブル） 

 

 

たくさんの種類の生きものが複雑に関

わりあって存在していることを「生物多

様性」と呼びます。わたしたち人間も 

その生きものの 

ひとつなのです。 

 

 

（～8月 31日） 
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イ ベ ン ト の ご 案 内 ～８月～  

 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ！ 

妖怪先生はおっしゃった「さぁ、実験を始めようか」。 
子育て支援講座 

妖怪先生のあ・や・し・い実験教室 

7 月 1日 

開催 

勝利をつかめ 

 

生物多様性 

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  

  

電話受付 開始 30分で満席となった超人気企画。謎に包まれた妖怪 

先生（あいち妖怪保存会の共同代表であり、名古屋市内の中学校 

に勤務する理科の先生）が、身近な道具を使って不思議な実験をたくさん見せてく

れました。例えば、市販の紅茶があっという間に透明に！全ての実験は科学的根拠

に裏付けられたもの。     しかし、妖怪先生の話術と魔術により子供たちの

心は魔法界に連れ去ら      れたようです。 

 

妖怪先生と助手 



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 

調べ学習講座 

くうきってふしぎ～くうきをうごかす～ 
 

【日時】8月 19 日(日) 14：00～15：00 

【場所】おはなし広場  

【定員】20人(先着順) 

【対象】年長～小学 1・2年生 

【料金】無料 

【申込み】8月 7日(火) 

午前 10時より、 

児童カウンターにて 

申込・引換券を配布 

【内容】空気をテーマに 

した工作と実験 

 

調べ学習講座 

かべ新聞をつくろう～わたしのお気に入り伝え隊～ 
 

【日時】8月 26 日(日) 13：00～15：00【場所】グループ室２ 

【定員】12人(先着順)【対象】小・中学生※ただし、講座までに壁新聞のテー 

マ・情報等を自分で用意できるひと【料金】無料 

【申込み】8月 7日(火)午前 9時より児童カウンターにて申込・引換券を配布 

【内容】自分の好きなことや住んでいる町のことなどの情報を壁新聞にします 

【その他】詳細は図書館のホームページまたは館内ポスターでご確認ください 

 

 

                                                                                                                                            

図書館の看板をドアに貼り付け、街中を走る

ワンボックスカー。これは、毎週火曜日・木曜

日・土曜日に市内の公民館９ヵ所と石ヶ瀬会

館、歴史民俗資料館を巡回している「メールカ

ー」。各施設から予約をいただいた資料（書籍

やＣＤ、ＤＶＤなど）を配達するとともに、こ

れらの施設に返却された資料を回収していま

す。その他、図書館と各施設の様々な連絡業務

を果たすのもメールカー 

の重要な役割。この 

「としょかん通信」 

もメールカーに 

よって運ばれます。 

 

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報 Ｃ Ｌ Ｍ Ｏ Ｕ Ｎ 

「メールカー」 の巻 
公民館でご予約いただいた本を、 

週に３回お届けしています。 

allobu図書館には、 

何種類の雑誌が置いてあるでしょうか？ 

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 

 

72、73の 

棚の側面に、全ての

雑誌のリストが 

貼ってあるよ。 

 

ヒント 

7月号の答：今年 7月で allobu図書館は、開館「４周年」を迎えました。 

http://www.chojugiga.com/2017/04/01/da1chojudac0039/
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●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 

 

   ★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 

としょかんスタッフ 

おはなし会 

ごご 2 じ～ 

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～ 

人形劇 ｢かえる｣ 

 

ごぜん 11 じ～ 

休館
きゅうかん

日
び

 

 

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～ 

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～ 

中学生のおはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

あそびのいっぽ 

 

ごぜん 11 じ～ 

としょかん 

スタッフ 

こわいおはなし会 

ごご 6 じ～ 
親子でわらべうたを 

楽しむ会 

ごぜん 11 じ～ 

中学生のおはなし会 

ごご 1 じ 30 ぷん～ 

中学校・小学校の 

先生のおはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

小学校の先生の 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

クラシカル絵本を 

楽しむ会 

 

ごご 1 じ～ 

★“親子でわらべうたを楽しむ会（8/9 木）”、“ぽっかぽか”、“マシュマローズ”は今月はお休みです★ 

(0562)48-1808 

http://library.allobu.jp 
発行：2018 年 8 月 

これまでの課題図書（6/19～8/31） 
もう一度読む？はじめて読んでみる？ 

過去 10 年の課題図書の特集です。 

 『くろねこのどん』 
岡野かおる子/作 上路ナオ子/絵 理論社  

ISBN 978-4-652-20147-3 

資料番号 201650231 

★2017 年課題図書★ 

えみちゃんが留守番をしていると、 

小さな黒猫がこっそりやってくるようになりました。 

猫と女の子の交流を描いたお話です。 

夏を楽しもう！（7/18～8/31） 
楽しいことがいっぱい！夏の絵本の特集です。 

 
『なつのいちにち』  
はたこうしろう/作 偕成社 

ISBN 4-03-331340-0     

資料番号 201660735  

 

あつい夏の日、クワガタのいる山をめざして走る男の子。 

ページをめくるごとに夏の空気を感じられる絵本です。 

絵本で読む名作（7/18～9/17） 
宮沢賢治、新美南吉、アンデルセンなど・・・。 

あの名作を絵本で読んでみませんか？ 

 『かにのしょうばい』 
新美南吉/作 山口マオ/絵 鈴木出版 

ISBN  978-4-7902-5237-5 

資料番号 201340437 

 

かにがとこやを始めました。ところがひとりもお客がやってきませ

ん。そこで、海へお客を探しにいきますが・・・。 

動物たちのかけあいが楽しい、新美南吉の作品です。 

 

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！ 

課題図書の貸出について 
今年度の課題図書は 6 月 1 日から 8 月 31 日まで 

下記のお取り扱いとなります。 
 

●貸出冊数 1 人につき 1 冊のみ 

●貸出期限 1 週間 

●予約冊数 1 人につき 1 冊のみ 

 

★多くの方に利用していただけるよう、みなさまのご協力をよろしく 

お願いします。 

★予約多数の場合、夏休み中にご用意できないことがございます。 
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