特 集 の 紹 介

としょかん通信

12 月号

Vol.37 平成 30 年 12 月 1 日発行
暮らし特集

ほんの福袋
貸します！

（棚番号：67）

二つの顔を持つ作家
この作家の「もう一つの顔」を知ってい

子供向けから大人向けまで、

ますか？今回は意外な職歴を持つ作家

図書館スタッフがテーマごとに

の本を小説を中心に集めました。別の顔

おすすめ本を選びました。

を頭の片隅に置いて

どんな本に出会えるかは、

読んでみると、今ま

開けてからのお楽しみ！

でと違う感じ方がで

なくなり次第終了。

味わい深い旧き佳き時代の絵本の世界へ。
クラシカル絵本を楽しむ会

ラッセル・ホーバン文

フランソワーズ文絵

レオ・レオーニ作

ガース・ウィリアムズ絵

きじまはじめ訳

藤田桂雄訳

Lｉｂｒａｒｙ
Nｅｗｓ！

10 月 22 日
開催

まつおかきょうこ訳

福

お一人様一袋でお願いします。

きるかも。

（1 月 4 日（金）9：00～

（～1 月 20 日）

児童特集

（棚番号：53）

来年はいのしし年だよ！いのししとぶたの絵本

世界中には、長年愛されている名作絵本が数多くあります。絵本の喜びを味わうのが、
子どもだけではもったいない！ということで、毎月 1 回図書館スタッフとサポーターグ

来年 2019 年の干支「いのしし」にちなんで、

ループＯ.Ｌ.Ｖ.の皆さんによる読み聞かせをおこなっています。この日、紹介されたの

いのししとぶたの絵本の特集です。

は「まりーちゃんとおおあめ」福音館書店（1968 年アメリカ）、
「おやすみなさいフラン

楽しいおはなしをたくさん集めました

（～1 月 20 日）

シス」福音館書店（1966 年アメリカ）
「あおくんときいろちゃん」至光社（1959 年アメ
リカ）の三冊。大人の方も楽しめるクラシカル絵本に触れて心を遊ばせてみませんか。

大人も子どもも
参加できます！

かるたとり
百人一首大会 ＋おはなし会

１月６日(日) 14：00～
予約不要です。当日「おはなし広
場」に来てください。

12 月 2 日（日）

児童イベント

14：00～15：00

「てぶくろ」ウクライナ民話

12 月 9 日（日）

子育て支援講座

10：00～11：30

あわてんぼうのなかまたち

12 月 15 日（土）

市民文化交流イベント

14：00～16：00

有栖川有栖

12 月は 17 日（月）29(土)

12 月 16 日（日）

市民文化交流イベント

30 日(日)３１日(月)がお休みです。

12：00～16：00

雑誌リサイクルフェア

休館日：第３月曜日（祝日の場合は翌平日）
 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

イ ベ ン ト の ご 案 内 ～12 月～

年末年始・特別整理期間

クリスマスまえに
やってきた

～本の世界、ミステリーの世界～

イ ベ ン ト ・ 講 座 情 報
おおぶ文化交流の杜図書館
ありすがわ

有栖川

Ｃ

Ｕ Ｍ Ｎ

図書館おしごと図鑑

ありす

本の世界、
ミステリーの世界

Ｌ

図書館スタッフって何してるの？

市民文化交流イベント 2018

有栖

Ｏ

図書館スタッフ
ほんださん

「調べ物のプロ」が
様々な調べ物をお手伝いします。

「調べ物のお手伝い」

の巻

調べ物をするために図書館にいらっしゃる方
も多いのではないでしょうか。でも、図書館
の膨大な資料の中から答えを見つけるのは大
変です。調べ方がわからない時には「調べ物
のお手伝いカウンター」をお訪ねください。
調べ物のプロたちがどんな資料を使えばよい
のかを的確にアドバイスいたします。館内の
資料だけでなく、国立国会図書館をはじめと

12／

15（土）

した各種データベースを利用した調べ物の場
合も丁寧に対応。小さな事柄でも結構ですか
ら、気軽に声をかけてみてください。

図書館
クイ～ズ！

トショキュウ

クイズに正解して
クリアファイルをゲット！

14：00～16：00
場所
対象
内容

定員
料金
申込

allobu ２F 会議室
中学生～一般
推理作家 有栖川有栖先生をお呼びして、読書体験から
創作の舞台までお話していただきます。
書籍販売とサイン会もあり！
１００人（先着順）
無料
１１月１６日（金）から電話または直接おおぶ文化交流の杜図書館へ。

児童図書コーナー奥の
中庭に置かれている、
母娘の像のタイトルは
何でしょう。

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！

11 月号の答：おおぶ文化交流の杜図書館でＢＧＭとして流れているのは「南アルプス」が音源。

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
おはなしべや
ごご２じ～

としょかんスタッフ
人形劇
ごご 2 じ～

親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

3

4

10

11おはなし会

親子で楽しむ
ごぜん 11 じ～

きゅうかん び

17 休 館 日
「かえる」

18

親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～
親子で楽しむ

11 じ～
24 ごぜん
25 おはなし会
クラシカル絵本
ごご 1 じ～
きゅうかん び

休 館日

きゅうかん び

31 休 館 日

●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～

ごぜん 11 じ～

5

6
あそびのいっぽ

12

ごぜん 11 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～

7

親子でわらべうたを

おはなしべや

楽しむ会
13 ごぜん
14
11 じ～

としょかんスタッフ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

19

20

26

楽しむ会
27 ごぜん
28
11 じ～

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～

21

親子でわらべうたを

きゅうかん び

休 館日

12 月 17 日、29 日・30 日・31 日
2019 年 1 月 1 日・2 日・3 日

休館日です

●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。
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 12 月

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。

『魔法使いハウルと火の悪魔』
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/作
西村醇子/訳
徳間書店
ISBN 4-19-860709-5
資料番号 201577525
魔女に呪いをかけられ、90 歳のおばあさんになってしまったソフ
ィーは魔法使いハウルと空中の城で暮らすことに・・・。
魔法が本当に存在する国を舞台にくりひろげられる冒険ファンタ
ジー！
来年はいのしし年だよ！いのししとぶたの絵本
（11/20～1/20）
来年 2019 年の干支・いのしし年にちなんで、
いのししとぶたの絵本の特集です。

『ウリオ』
室井滋/文 長谷川義史/絵 世界文化社
ISBN 978-4-418-13820-3
資料番号 201365244
小さなイノシシの赤ちゃんウリ坊は、
大切に育てられあっという間に大きなイノシシ
「ウリオ」に大変身！でもウリオになったとたん、
家族にみんなに冷たくされてしまい・・・。

クリスマスの本（12/1～12/25）
12 月のイベントといえば、クリスマス！
クリスマスにちなんだ絵本をご紹介しています。

『もりでいちばんのクリスマスツリー』
いりやまさとし/著 佼成出版社
ISBN 978-4-333-02718-7
資料番号 201600483
森の動物たちは、だれのクリスマスツリーが
１番すてきかふくろうじいさんに決めてもらうことにしました。
みんな１番をめざしてツリー作りをはじめますが・・・。
心があたたかくなるクリスマスのお話です。

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！

★特別展示企画★
オズボーン・コレクション
～おとぎの”アリス“～
期間：11/20～12/16
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。

児童図書スタッフによる人形劇

てぶくろ(ウクライナ民話)
12 月 2 日(日)ごご 2 じ～
場所：おはなし広場
対象：幼児～
料金：無料

