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かわいい「かべ新聞記者」が来館。
調べ学習講座

鉄道の本

Ｙｏｕｔｕｂｅｒ

10 月 14 日の「鉄道の日」にちなんで鉄

今話題のバーチャル Youtuber を含む、

道の本を集めました。電車好きの方、

Youtube やその他の動画サイトに関す

行楽シーズンに

る本の特集です。ゲーム実況にも着目

は電車で出かけ

し、テレビゲーム

ましょう。

に関する本も集め

8 月 26 日
開催

かべ新聞をつくろう～わたしのお気に入り伝え隊～

Lｉｂｒａｒｙ
Nｅｗｓ！

夏休み終盤の 8 月 26 日。調べ学習講座「かべ新聞をつくろう」に小学４年生
の女の子二人が参加してくれました。咲帆ちゃんは新幹線をテーマにした「電
車新聞」を、里菜ちゃんはミミズをテーマにした「ミミズの不思議」を作成。
二人とも専門知識が凝縮されたクオリティの高いかべ新聞に仕上がりました。

ました。

（～11 月 18 日）

（～11 月 18 日）

児童特集

（棚番号：46）

不思議な世界へようこそ！イギリスファンタジーのとびら
新幹線の形状に隠された
工夫を書いた咲帆ちゃん
あらゆる角度から、ミミズの
不思議を調べた里菜ちゃん

ーズなど、イギリスのファンタジー作品を紹介します。

▼

▼

「不思議の国のアリス」
「指輪物語」
「ハリーポッター」シリ

本を開いて不思議な世界を冒険しよう！
（～12 月 16 日）
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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
10 月は 15 日（月）がお休みです。

イ ベ ン ト の ご 案 内 ～10 月～
10 月 1 日（月）

欧米絵本の歴史講座

10：00～12：00

かいじゅうたちはどこにいる？ポストモダン絵本解説

10 月 5 日（金）
・19 日（金）

文章講座

14：00～16：00

はじめての自分史

10 月 14 日（日）

子育て支援講座

10：00～10：30、11：00～11：30

わらべうたでふれあいたいむ

10 月 21 日（日）

英文多読イベント

13：30～14：30

英語で本を読み隊

10 月 27 日（土）

おたのしみ上映会

14：30～16：30

『折り梅』

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報

Ｃ

Ｏ

Ｌ

Ｕ Ｍ Ｎ

図書館スタッフって何してるの？

欧米絵本の歴史講座

子育て支援講座

かいじゅうたちはどこにいる？

わらべうたでふれあいたいむ

図書館おしごと図鑑

ポストモダン絵本解説
自分たちで企画し本を選び、
何度もリハーサルを重ねて、いざ本番！

【日時】10 月 1 日（月）10：00～12：00

【日時】10 月 14 日（日）

【場所】allobu 2 階サポーター室

第１部 10：00～10：30

【対象】一般

第 2 部 11：00～11：30

図書館では毎月 10 回以上、図書館サポーター

【内容】
「
『かいじゅうたちのいるところ』っ

【場所】allobu ギャラリーallobu 1

の皆さんによる「おはなし会」が開かれてい

てどこがすごい？」
「バーニンガムの絵本、

【対象】０歳からの赤ちゃんと保護者

ますが、第３水曜日と第１日曜日は図書館ス

ちょっと変わってるよね」
「そもそもポスト

【内容】洋服の上からできるお手軽なベビ

タッフによるおはなし会を開催しています。

モダンの絵本ってなに？」そんな疑問にお答

ーマッサージをわらべうたを歌いながらし

第３水曜日は０～２歳の赤ちゃん向け、第１

えして絵本をわかりやすく解説。

ます。※第１部は既に満席となっておりま

日曜日は幼児向けの内容。おはなし会を担当

【定員】30 名（先着順）

す。第２部のみ空席がございます。）
【定員】第 1 部、第 2 部 各 10 組（先着順）
【料金】無料

するスタッフは、児童室のスタッフに相談し

Post
modern

【料金】無料
【申込み】電話または直接 allobu 図書館へ。

図書館スタッフ
ほんださん

【申込み】
電話または直接 allobu 図書館へ。

「おはなし会」

の巻

つつ、お子様の年齢に合わせたテーマや構成
を考え、それに即した本を選びます。本が決
まったら何度も練習を重ね、いざ本番！お話
を聞いてくださるお子様たちと歩調を合わせ

おたのしみ上映会

セレトナフェスタ 2018

ながら、練習の成果を発揮します。

『折り梅』
【日時】10 月 27 日（土）14：30～16：30
（開場

14：00）

【日時】11 月 4 日（日）10：00～15：00
【場所】大府市自然体験学習施設セレトナ

図書館
クイ～ズ！

【場所】allobu ギャラリーallobu

【対象】5～6 歳のお子さまから参加いただ

【対象】一般

けます。

【内容】愛知県を舞台にした認知症の母と家

【内容】
「高い音ひくい音」の読み聞かせを

族の葛藤と再生を描いた感動の実話物語。
【定員】50 名（先着順）
【料金】無料

しながら、音が聞こえるしくみを実験しま
合があります。あらかじめご了承ください。

１）二ツ池

【申込み】当日、直接会場へ。

[読み聞かせ]①10：00～
【料金】無料

２）浜名湖

クイズに正解して

トショキュウ

クリアファイルをゲット！

おおぶ文化交流の杜図書館の本を縦に並べると、

す。※内容は当日の状況により変更する場
②14：00～

【申込み】当日、直接会場へ。

図書館を出発し何処まで行くでしょう？

ヒント

本の縦幅は 20cm とします。

３）サロマ湖

おおぶ文化交流の杜
図書館の所蔵数は
およそ 32 万冊です。

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！

9 月号の答：大きな活字の本につけられている「Ｄ」は「大活字」の頭文字。

じどうとしょ

児童図書カレンダー
げつ

か

すい

もく

きん

月

火

水

木

金

1
としょかんスタッフ
おはなし会
ごご 2 じ～

8
きゅうかん び

15 休 館 日

2

親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

9

親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～
親子で楽しむ

16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～

23

29

30

22

親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

マシュマローズ

あそびのいっぽ

3

4

10

親子でわらべうたを
楽しむ会
ごぜん 11 じ～

11

12

としょかんスタッフ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

18

19

ごぜん 11 じ～

17
24

ぽっかぽか

ごぜん 10 じ 30～

おはなしべや

5

親子でわらべうたを
楽しむ会
ごぜん 11 じ～

25

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～
お山の杉の子
ごぜん 11 じ～
おはなしべや
ごご 2 じ～

26

31

ごぜん 11 じ～
●親子で楽しむおはなし会････････0 歳～
●おはなしべや････････幼児～小学校高学年
●親子でわらべうたを楽しむ会(おむすび)･･･0 歳～2 歳 ●おむすび(ストーリーテリング) ･･･････5 歳～
●図書館スタッフおはなし会････第 3 水曜日⇒0 歳～2 歳 ●お山の杉の子(デジタル紙芝居) ････幼児～
第 1 日曜日⇒幼児～
●マシュマローズ(腹話術)･･･････0 歳～
●紙ふうせん････････幼児～小学校低学年
●「かえる」(人形劇) ･･･････0 歳～
●ぽっかぽか･･･････0 歳～

★“
『かえる』
”は今月はお休みです。

★おはなし会について★
・場所はおはなし広場です。
ごご 2 じ～
・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。

(0562)48-1808
発行：2018 年 10 月

http://library.allobu.jp

ハロウィンの本（10/1～10/31）

ふしぎな世界へようこそ！
～イギリスファンタジーのとびら～（9/19～12/16）

おかしをくれなきゃいたずらするぞ！
ハロウィンにちなんだ本の特集です。

「不思議の国のアリス」「指輪物語」「ハリーポッター」シリーズ
などイギリスのファンタジー作品を紹介します。

『パンプキン』
『ホビットの冒険』
J.R.R.トールキン/作 瀬田貞二/訳
ISBN 4-00-115679-2
資料番号 201156643

岩波書店

ホビット小人のビルボ・バギンズは、魔法使いガンダルフと 13 人
のドワーフ小人に誘い出されて
冒険の旅に出発します。『指輪物語』の原点である名作ファンタジ
ーです。

もっと おしごといろいろ！（9/19～11/18）

ケン・ロビンズ/写真＆文 千葉茂樹/訳
ISBN 978-4-7764-0257-2
資料番号 201272051

BL出版

ハロウィンといえば、かぼちゃで作るおばけランタン！
かぼちゃの種まきから収穫までを追った写真絵本です。
おばけランタンを作る様子も紹介しています。

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！

大きくなったら何になる？
いろいろなお仕事にまつわる絵本の特集第２弾です。

『パパのしごとはわるものです』
板橋雅弘/作 吉田尚令/絵 岩崎書店
ISBN 978-4-265-07047-3
資料番号 201321767
学校の宿題で「お父さんの仕事」を調べるために、こっそりパパの
車に乗り込んだぼく。
着いた所は大きな体育館。パパの仕事はなんと・・・。

★特別展示企画★
オズボーン・コレクション
～トロットおばあさんとこっけい猫君の奇妙なぼうけん～

期間：9/19～10/14
場所：調べ物のお手伝いカウンター前 ガラスケース
今月のクイズもあるよ！ぜひ見に来てね。

