
  

英文多読イベント 

英語で本を読み隊 

ふるさと講座 

ソ・ナ・エ・ル ～地震から学ぶまちの防災～ 

暮らし特集    

（棚番号：20） 

 

 

厳しい冬を乗りきるために、食事でコン

ディションを整えましょう。レシピや食

べ方など様々な角度から食と健康を掘

り下げました。 

 

 

 

（～12月 16日） 

11月 14日（水） 

13：30～14：30 

11月 25日（日） 

14：00～16：0 

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 

 11月は 19日（月）がお休みです。 

暮らし特集    

（棚番号：22） 

 

 

寒さと乾燥の季節が近づいています。

暮らし、料理、ニット小物、スキンケア。 

暮らしをとりまく生活品も「冬仕様」

に衣がえしましょう。 

 

 

 

（～12月 16日） 

実りの秋、芸術の秋、食欲の秋・・・。 

楽しいことがいっぱい！ 

秋をかんじる絵本の特集です。 

（～11月 30日） 

 

いろんな秋みつけた！ 

自分史活用アドバイザー間瀬結子氏 

 

  

 

  

文章講座 

はじめての自分史 

としょかん通信  11 月号 
Vol.36 平成 30年 11月 1日発行  

イ ベ ン ト の ご 案 内 ～11月～  

 

Lｉｂｒａｒｙ 
Nｅｗｓ！ 

いくつもの物語に、命が吹き込まれました。 9 月 21 日 
10 月 5・19 日 

開催 そろそろ冬じたく 食と健康 

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  

  

児童特集                      （棚番号：53） 

 

９月末から１０月にかけて３回にわたり実施された文章講座「はじめての自分史」。 

サロンのように寛いだ雰囲気の中、初対面の人同士が打ち解けあいながらご自分の半生 

を振り返ることから始まりました。そして「過去を振りかえることで 

今の自分が見えてくる…自分史はパーソナルブランディングツール」と 

おっしゃる間瀬先生のアドバイスを受け、皆さん「一枚の自分史」を 

書き上げました。およそ 500文字の中、眠っていたお一人お一人 

の物語が蘇りました。この「一枚の自分史」はおおぶ文化交流の 

杜図書館の「電子図書館」で公開される予定です。 



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 

英文多読イベント  

英語で本を読み隊 

 

【日時】11月 14日（水）13：30～14：30 

【場所】allobu図書館 グループ室３ 

（入退室自由） 

【対象】一般 ※お子様連れも大歓迎！ 

【内容】英語で多読を始めませんか？図書

館スタッフや多読愛好家がお手伝いしま

す。 

【料金】無料 

【申込み】予約不要。詳しくは図書館スタ

ッフまでお声がけください。 

 

子育て支援講座  

あわてんぼうのなかまたち  
 

 

【日時】12月 9 日（日）10：00～11：30 

【場所】allobu1階 Ａスタジオ 

【対象】未就学児とその保護者 

【内容】クリスマスの歌とおはなしをフルー 

ト・トランペット・トロンボーンの演奏で 

いっしょに楽しもう！ おはなしは「ひいら 

ぎ山の子ども文庫」藤本千佳子さんです。 

【定員】15組 【料金】無料 

【申込み】11月 21 日（水）9：00～ 電話 

または直接おおぶ文化交流の杜図書館へ。 

 

図書館に入ってすぐ、お客様をお迎えするのが

「総合案内カウンター」。その名のとおり図書

館ご利用に関する全ての事柄をご案内するカウ

ンターです。利用者カードの発行、ＩＣＴコー

ナーのご利用お手続き、ＣＤ・ＤＶＤのご返却

受付といった日常的な業務の他、落し物や忘れ

物、迷子など、あらゆるお困りごとに対応をい

たします。いかなる状況でも笑顔で迅速に行

動。少しでも快適に図書館をご利用いただける

よう「図書館の顔」としての役割を担う重要な

ポジションです。 

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報 Ｃ Ｌ Ｍ Ｏ Ｕ Ｎ 

「総合案内カウンター」 の巻 

お困りごとはございませんか？ 

いつでも笑顔で対応します。 

おおぶ文化交流の杜図書館ではＢＧＭとして、日本各

地のせせらぎの音、鳥の声などを流しています。 

現在の音源はどこで採取されたものでしょう 

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 

10月号の答：おおぶ文化交流の杜図書館の本を縦に並べると「浜名湖」まで行きます。 

１）四万十 

２）白神山地 

３）南アルプス 

 

 

 

館内に貼ってある

「ＫｏｏＮｅ」のポス

ターを見てみよう！ 

ヒント 

ふるさと講座  

ソ･ナ･エ･ル  

 

 

【日時】11月 25日（日）14：00～16：00 

【場所】allobu2階 会議室 

【対象】一般 ※小学生以上 

【内容】地震に焦点をしぼり、災害の規模

を少しでも抑えるための減災・防災のポイ

ントについて学びます。 

【定員】60名（先着順・事前申込制） 

【料金】無料 

【申込み】11月 3 日（土）9：00～ 電話

または直接おおぶ文化交流の杜図書館へ。 

～地震から学ぶまちの防災～ 

 

～クリスマスまえにやってきた～ 

 

児童イベント  

図書館スタッフによるクリスマスイベント 

『てぶくろ』ウクライナ民話 

 

 

 

【日時】12月 2 日（日）14：00～15：00 

【場所】図書館おはなし広場 

【対象】幼児～  

【内容】人形劇 

【定員】50名（先着順） 

【料金】無料 

【申込み】当日、直接会場へ。 
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親子でわらべうたを 

楽しむ会 

ごぜん 11 じ～ 

★“マシュマローズ”“『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。 

・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～ 

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～ 

親子でわらべうたを 

楽しむ会 

ごぜん 11 じ～ 

クラシカル絵本を 

楽しむ会 

ごご 1 じ～ 

としょかんスタッフ 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

ぽっかぽか 

 

ごぜん 10 じ 30～ 

●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 

 

あそびのいっぽ 

 

ごぜん 11 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～ 

職場体験の高校生の 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

至学館大学 

  ハンドベル 

11 じ～ 

(0562)48-1808 

http://library.allobu.jp 

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） 
「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。 

『ライオンと魔女』 
C.S.ルイス/作 瀬田貞二/訳 

 岩波書店 

ISBN 4-00-114034-9 

資料番号 200600096 
 

 

古い屋敷にやって来た 4 人のきょうだいは、ある日大きな衣装だ

んすを見つけました。 

中に入ると、そこは雪のふりつもる「ナルニア」という別世界で・・・。 

「ナルニア国ものがたり」シリーズ第 1 作です。 

発行：2018 年 11 月 

 

 

もっと おしごといろいろ！（9/19～11/18） 

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。 

『どろろんびょういんおおいそがし』 
苅田澄子/作 かとうまふみ/絵 金の星社 

ISBN  978-4-323-03141-5 

資料番号 201456738 

 

目が開かなくなった”ひとつめこぞう”、首がからまっちゃった”

ろくろくび”・・・夜になると患者さんがやって来る「おばけのお

いしゃさん」のお話です。 

 『もりのかくれんぼう』  
末吉暁子/作 林明子/絵 偕成社 

ISBN 4-03-330060-0  

資料番号 200492437  

 

おにいちゃんと公園で遊んだ帰り道、けいこは見たこともない 

大きな森の中にまよいこんでしまいました。 

するとそこに、枝や木の葉と同じ色をした、ふしぎな男の子があらわれ

て・・・。秋の森でのふしぎで楽しいひとときを描いた絵本です。 

 「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！ 

ど～こだ？（1/16～2019 年 1/20 まで） 

いろんな秋みつけた！（11/1～11/30） 
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！色々な秋の本を集めました。 

★特別展示企画★ 

オズボーン・コレクション 

～シンデレラ～ 

期間：10/16～11/18 

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。 
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