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文章講座 「日経新聞の読み方」 
【日時】２月１５日（土）1４:00～1５:０0  
【場所】allobu２階 会議室 1・2 
【内容】日本経済新聞名古屋支社の方にお越しいただき、日経新聞の 

読み方のコツや活用法をわかりやすく解説します。 
【定員】30 名（先着順） 
【申し込み】1 月 6 日（月）から電話または図書館カウンターへ。 

バリアフリー上映会 「天国からのエール」 
【日時】2 月 1 日（土）14:00～16:00  
【場所】allobu１階 ギャラリーallobu 
【定員】50 名（先着順） 
【申し込み】1 月 4 日（土）から電話、FAX または図書館カウンターへ。 
【その他】バリアフリー上映会とは、聴覚や視覚に障がいのある方も 

一緒に楽しめる日本語字幕と音声ガイドがついた映画の上映会です。 

天国からのエール 

バリアフリー上映会 

監督：熊沢誓人 出演：阿部寛、ミムラ、桜庭ななみ 

答えがわかったら、 
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! 

Ｑ 
図書館 
クイ～ズ！ ＴＯＳＨＯ 

トショキュウ 

1 月号の答え:小泉八雲の本名は「ラフカディオ・ハーン」 

おおぶ文化交流の杜図書館の 
公式 Twitter と Facebook では、 
図書館の楽しい情報をほぼ毎日発信しています。 
2/1 より Twitter と Facebook で ある“キーワード”を投稿しています。 
そのキーワードとはなんでしょうか? 

 
キーワードを伝えて 
クリアファイルを 

ゲット！ 
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Facebook @obulib 
Twitter @allobulib 

図書館公式キャラクター 
どんちゃん 

バリアフリー 
上映会 

 

文章講座 
日経新聞 

は休刊日です 

「元素ハンター」「美しき数学」「科学する女性」の 3 つのテーマと、時代を 
こえる良書として選んだ「科学道クラシックス」から本を集めました。 
科学の魅力や教育の観点からも必読書といえるような本に出合えます。 

『タングステンおじさん』著:オリヴァー・サックス、早川書房 
脳神経科医のサックス先生は、子どもの頃化学に夢中でした。 
物質の化学的な振舞いの面白さを語ってやまない「タングステン 
おじさん」がいたからです。科学への憧れを育んだ日々を綴ります。 

一般書コーナー 館内中央 棚番号 67 

司書のおすすめ 

【科学道 100 冊 2019】 特集１             ～3/16 

自分のビジネスマナーに自信はありますか?若手社員はもちろん、 
ベテラン社員も今一度、ビジネスマナーを再確認してみませんか。 
適切なマナーを身につけお互いが気持ちよく円滑に仕事をしましょう。 

『心をつかむ!新しいビジネスマナーの基本』 著:北条久美子、高橋書店 
“こんな時どうする?”様々なビジネスシーン別にその場にふさわしいマナーが 

書かれています。この本を通じてビジネスマナーにより磨きをかけて下さい。 

一般書コーナー 棚番号 18 

司書のおすすめ 

【ビジネスマナー】 ビジネス特集 W            ～2/16 

怪談 
冬の怖いおはなし会 

 

英語で 
本を読み隊 

絵本講座 
ドイツの絵本 

休館日 

〒474-0053 大府市柊山町六丁目 150-1 
 0562-48-1808  FAX 0562-48-8131 
HP アドレス http://library.allobu.jp 図書館 HP 

図 書 館 

スタッフの 
おはなし会 

 

スタッフの 
おはなし会 
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児童
じ ど う

図書
と し ょ

カレンダー 

●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････････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～ 

★「あそびのいっぽ」はお休みです★ 

休館中・時間外の本の返却は、 
建物北口のブックポストをご利用ください 
CD・DVD はカウンターでお返しください 

   ★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。 

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～ 

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～ 

休 館
きゅうかん

日
び

 

ぽっかぽか 

 

ごぜん 11 じ～ 

としょかん 

スタッフ 

ごぜん 11 じ～ 

親子でわらべうたを 

楽しむ会 

ごぜん 11 じ～ 

親子で楽しむ 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

お山の杉の子 

ごぜん 11 じ～ 

おはなしべや 

ごご 2 じ～ 

冬の怪談 

としょかん 

スタッフ 

ごご 4 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～ 

中学生の 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

小学生一日司書 

おはなし会 

ごぜん 11 じ～ 

おはなしべや 

ごご 2 じ～ 

  

がんばれ!! 日本 2020 年東京オリンピック 
（1/21～4/19）  

東京オリンピック・パラリンピックの開催にさきがけて 

関連本の特集です。 

オリンピック・スポーツの本をたくさんご紹介します。 

世界の絵本を楽しもう 
～ドイツの絵本～ （1/21～3/15） 

グリム童話だけじゃない、魅力的なドイツの絵本の特集です。 

ぜひ手に取ってごらんください！ 

バレンタインの本（1/21～2/16） 

2/14 のバレンタインデーにちなんで、恋のおはなしや 

甘～いお菓子の本などを集めました。  

『あまくておいしいこいのものがたり』  
ジョナス・リベイロ/文 タチアナ・パイヴァ/絵  

おびかゆうこ/訳 光村教育図書 

ISBN 978-4-89572-801-0 

資料番号 201310323 
初めて出会った日に恋におちたケーキやさんとおひめさま。 

まったくちがう暮らしをしていた二人は、好きな人に近づきたくて 

会うたびに少しずつ歩みよっていきます。 

(0562)48-1808 

http://library.allobu.jp 

『リスとお月さま』 
ゼバスティアン・メッシェンモーザー/作  

松永美穂/訳 コンセル  

ISBN 978-4-907738-46-4  

資料番号 201310349 

 
ある朝、リスの家にお月さまがおっこちてきました。 

お月さまがぼくの所にあるのが見つかったら、どろぼうだと思われて

つかまっちゃう! 

あせったリスはお月さまをどこかにやろうとするのですが・・・。 

『これがオリンピックだ  

決定版オリンピズムがわかる100の真実』 
舛本直文/著 講談社 

ISBN   978-4-06-512748-3 

資料番号 201717683 
 

オリンピックは何ために開催されるの？ 

マラソンはどうして 42.195 キロなの？ 

オリンピックにまつわる色々な疑問に答えてくれる 1 冊です。 
だ～れだ？～～ふゆのやさいへん～（12/1～2/29） 

ヒントを読んで、何の野菜のことか考えてね。 

第 4 弾は冬の野菜がテーマです！ 

発行：2020 年 2 月 

冬
の

怪
談 

2 月 2 日(日) 
午後 4 時から 
場所 おはなし広場 
図書館スタッフの 
怖い絵本と 
怖い小説の朗読 
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