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「としょかん通信リニューアル？！」の巻

Lｉｂｒａｒｙ
Nｅｗｓ！

こんにちは！ほんだです。
いつもとしょかん通信をお読みいただきありがとうございます。
ご覧いただいているこちらの「としょかん通信」ですが、
令和２年１月にリニューアルいたします！！
イベント記事や ToshoQ(トショキュウ)はこれからも
継続しますので、ファンの皆様はご安心くださいね☆
わくわくするような新としょかん通信をどうぞお楽しみに♪

allobu のバス停横に
ある、この木の

○にはナ行

名前はなんでしょう？

が入るよ！

【ハナ○キ】

～10 月 20 日

特別展示
のご案内

於図書館内ガラスケース

寺子屋 in としょかん 「平家物語」
【日時】11 月 29 日（金）17：30～19：30
【場所】allobu2 階 サポーター室

 0562-48-1808

FAX 0562-48-8131

〒474-0053 大府市柊山町六丁目 150-1

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

【定員】50 名（先着順）
【料金】無料
【持ち物】筆記用具

HP アドレス http://library.allobu.jp

11 月は 18 日（月）がお休みです。

【申込】10 月 22 日（火）～お電話または図書館カウンターにて

ベ ン ト ・ 講 座 情 報

第 22 回子育て支援講座

第 20 回ふるさと講座

「子どもと絵本とおとな」

「心の元気・体の元気～医者から学ぶ認知症～」

【日時】11 月 9 日（月）14：00～16：00

【日時】11 月 24 日（日）14：00～16：00

【場所】allobu2 階 会議室

【場所】allobu2 階 会議室

【対象】 子育て中の保護者の方
【内容】絵本専門店店主が絵本の楽しみ方についておはなしします。
【定員】50 名（先着順）

【内容】誰もが避けて通れない認知症を、
「うつ」や「生活習慣病」との関連や、
認知症患者の家族や地域社会の「見守り」のあり方を考えます。
【定員】 80 名（先着順）

【申込み】10 月 3 日（木）から電話または図書館カウンターへ。

【料金】無料

【その他】託児なし。お子さま連れのご参加可能です。

【申込み】11 月 2 日（土）から電話または図書館カウンターへ。

英文多読イベント

映画上映会
「蝉しぐれ」

英語で本を読み隊
【日時】11 月 17 日（日）13：30～14：30

【日時】11 月 30 日（土）14：00～16：30（開場 13：30）

【場所】allobu 図書館

【場所】allobu１階ギャラリー

【対象】一般

グループ室３（入退室自由）

※お子様連れも大歓迎！

【対象】一般

【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

【料金】無料

【定員】70 名（先着順）

【申込み】予約不要。入退室自由。詳しくは図書館スタッフまで。

【申込み】11 月 2 日（土）から電話または図書館カウンターへ。

第 23 回文章講座

「江戸時代の生活と分かりやすい古文書」

【日時】１回目：11 月 22 日（金）14：00～16：00
２回目：11 月 29 日（金）14：00～16：00
【場所】allobu 図書館 2 階 会議室
【対象】一般

※連続講座のため、２回受講できる方

【内容】古文書に興味がある方、読めるようになりたい方を対象にした
初心者向けの講座です。
【定員】20 名（先着順）
【申込み】10 月 16 日（水）から電話または図書館カウンターへ。

おおぶ文化交流の杜図書館の公式 Twitter
と Facebook をご存知ですか？
おはなし会や楽しいイベント情報、
季節の話題など、内容はもりだくさん♪
フォロワー募集中！ぜひご覧ください。

おおぶ文化交流の杜図書館
@allobulib

で検索♪

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

1

ごご２じ～
としょかん
スタッフ
ごご 2 じ～

4 「かえる」
5
ごぜん 11 じ～

親子で楽しむ
おはなし会
ごぜん 11 じ～

6

7

13

楽しむ会
14 ごぜん
15
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～

8

親子でわらべうたを

11

12
きゅうかん び

親子で楽しむ

ごぜん 11 じ～

21

ぽっかぽか

親子でわらべうたを

20

25

楽しむ会
27ごぜん 11 じ～ 28ごぜん
29
11 じ～

ごぜん 11 じ～

至学館大学

としょかん
スタッフ
ごぜん 11 じ～

18 休 館 日 19 おはなし会

●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～

26

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～

22

●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････････0 歳～

おはなしべや
ごご２じ～

★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。

★「クラシカル絵本」「あそびのいっぽ」はお休みです★

(0562)48-1808
発行：2019 年 11 月

http://library.allobu.jp
このおはなし、知ってる？～岩波の子どもの本～
（10/22～1/19）
「ひとまねこざる」や「ちいさいおうち」など、楽しいおはな
しがいっぱい！
調べもののお手伝いカウンター前のガラスケースでも合わせ
て展示をしています。おはなしにちなんだクイズもあるよ！

『名馬キャリコ』
バージニア・リー・バートン/文・絵
せたていじ/訳 岩波書店
ISBN 4-00-115157-X
資料番号 200437150

クリスマスの本（11/1～12/25）
来月のお楽しみ、クリスマスにちなんだ絵本を集めました。

『まどから★おくりもの』
五味太郎/作・絵 偕成社
ISBN 4-03-338030-2
資料番号 201410172
まどからおくりものを配ってまわるサンタさん。
ここはだれのおうちかな？
まどをのぞいて、おくりものを選ぶのですが・・・。
クリスマスのゆかいなしかけ絵本です。

平和なサボテン州に、わるものスチンカーとその一味がやってきて
牛たちをぬすんでいってしまいました。馬のキャリコは、カウボーイのハン
クとともにわるものたちをつかまえますが・・・。
迫力ある絵とコマ割りの、まるで西部劇を見ているような 1 冊です。

世界の絵本を楽しもう！～ロシアの絵本～
（9/18～11/17）
「おおきなかぶ」や「てぶくろ」だけじゃない！
ロシアで生まれた絵本の特集です。魅力あふれるロシアの絵
本を楽しんでください。

『マーシャとくま』
E・ラチョフ/絵 M・ブラートフ/再話
うちだりさこ/訳 福音館書店
ISBN 4-8340-0011-7
資料番号 201583325
森で迷子になってしまったマーシャは、
森の奥に住む大きなくまにつかまってしまいます。
おじいさんとおばあさんの待つ家へ帰るため、マーシャが考えた方法は・・・。

だ～れだ？～あきのやさいへん～（10/1～11/30）

ヒントを読んで、何の野菜のことか考えてね。
第 3 弾は秋の野菜がテーマです！

「どんちゃん文庫～図書館のおすすめ絵本 100 冊～」
棚ができました！
児童図書コーナーに、図書館のおすすめ絵本の棚が
できました。
子どもたちに読んでほしい名作絵本から楽しい絵本まで、
はば広く取り揃えました。ぜひ手に取ってご覧ください。

