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① 図書館のホームページを開く。
② 電子図書館のアイコン（下図）をクリック。

子どもも楽しめる絵本・紙芝居から大人向けの
実用書まで、約 1400 タイトルの電子書籍を
無料でご利用いただけます。

電子図書館のアイコン
をクリック!

③ 画面左上に「利用者 ID」（図書館カードの
バーコード下の８桁の数字）と「パスワード」
（図書館ホームページで設定した８桁の数字）
を入力。
「ログイン」をクリック。

※パスワードの発行をされていない方は、
図書館ホームページ「パスワード発行」
から設定してください。

大府市でご活躍の『デジタル紙芝居お山の杉の子』
の相羽正康さんのデジタル絵本や天保 12 年
（1841 年）頃に制作された大府の村絵図などの
一部コンテンツは、どなたでもログイン不要で
ご利用いただけます。
また、館内奥のガラスケース横では電子図書館用
として iPad を設置しております。
こちらの端末であれば、どなた
でも電子図書館をご利用
いただけます。

雑誌コーナー横 棚番号 67

【世界の絶景・名建築】特集１

～8/16

一生のうちに一度は見てみたい!そんな世界の絶景や魅力的な建造物の本
を集めました。読書で世界中を旅してみませんか。
『名作アニメの風景 50 誰もが知っているあの物語の舞台へ』
司書のおすすめ

パイインターナショナル/出版

有名な名作アニメの舞台となった場所を美しい写真で紹介します。
みなさんの心に残る名場面と、ぜひ見比べてください。

一般書コーナー 棚番号 20

【はじめよう腸活!!】健康特集

～7/19

今話題になっている“腸活”。腸内細菌が私たちにさまざまな健康効果をもたら
してくれていることが分かってきました。自宅で過ごす時間が⾧くなったこと
で体調を崩していませんか?体の中から健康になりましょう。
司書のおすすめ

『絶好腸!! ストレス、こころの不調を解消する腸の鍛え方』
藤田紘一郎/著、清流出版

腸を鍛えれば良いことがたくさん!幸せ・不幸せのカギは腸にあった!
腸内細菌の力や、こころの免疫力を高める“腸活性化”生活術を教える。

ＴＯＳＨＯＱ
トショキュウ

図書館
クイ～ズ！

電子図書館は大府市内在住の方しか
利用できないが、図書館内のある場所
であれば iPad を使って誰でも利用する
ことができる。

ホームページに新着資料の一覧を掲載しております。
ご来館いただかずに新着資料を確認できますので、
ぜひご利用ください。

『図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル』
亀田高志/著、エクスナレッジ

オフィスの感染危険度や風評被害を
避けるには?労働衛生コンサルタント
医師が、新型コロナウイルス感染症の
基礎知識や、社員と職場の対策を Q&A
形式で解説する。

電子図書館用 iPad
が設置されている
場所は図書館内の
どこ?
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、図書館の
オリジナルグッズをプレゼント!
4 月号の答え:児童コーナー棚 46「がんばれ日本 2020 東京
オリンピック」特集の金メダルの数は９つ。

『90 歳セツの新聞ちぎり絵』
木村セツ/ちぎり絵、里山社

夫を亡くし、90 歳で始めた新聞ちぎり
絵で才能が開花した著者。ユーモラス
で可愛らしい作品の数々、制作工程や
インタビューも収録。
『禅ってなんだろう?』石井清純/著、平凡社
『本屋を守れ

読書とは国力』藤原正彦/著、PHP 研究所

『機能性野菜の教科書』中野明正/編著、誠文堂新光社
『障害のある子の住まいと暮らし』渡部伸/著、主婦の友社

図書館 HP

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

6 月の休館日:6 月 15 日（月）
【図書館通信５月号の臨時休刊について】
新型コロナウィルス感染症の影響を受けまして 4 月 17 日から図書館は
臨時休館となりました。これに伴い、図書館通信５月号を臨時休刊と
させていただきました。

じどうとしょ

児童図書だより
【開館再開のお知らせ】
6/1（月）より、開館いたします。

◆開館時間:午前 9 時～午後 8 時

◆定期休館日:6 月 15 日(月)

※6 月 15 日(月)は定期休館日です。
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。

【6 月 1 日からのご利用について】

当面の間はサービスを制限した状態で入館を再開します。
今後は感染拡大防止に留意して、段階的にサービスを復旧する予定ですが、感染拡大状況により、
実施内容を変更する場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
1. 児童図書コーナーでご利用できるサービス
①
②
③
④
⑤

貸出・返却、返却期限の延長、予約・リクエストの受付
利用カード発行及び更新
蔵書検索端末（ＯＰＡＣ）の利用
開架の参考図書の閲覧(30 分以内でお願いします)
書庫資料の請求（館外貸出ができる資料のみ）

2.
①
②
③

児童図書コーナーでご利用できないサービス
机と座席
窓口でのレファレンス(調査・相談) ※ホームページ・電話・FAX での受付は可能です。
おはなし広場

発行：2020 年 6 月

(0562)48-1808
http://library.allobu.jp
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ぼくの・わたしのおすすめ本（～8/31）
あつ

かえるの本（～6/30）

ほん

いろいろ

どんぐりポストに集まった みんなのおすすめの本を
しょうかい

ほん

あたら

で

あ

紹 介 します！本との 新 しい出会いをぜひ楽しんでください。

『もりのアイスクリームやさん』
ふなざき や す こ

さく

ふなざき よしひこ

え

しりょうばんごう

せんせい

い ま い きょうこ

201394053

しりょうばんごう

資料番号

あつ

づく

ぶん

なお

だいかつやく

おお

つぎ

たの

か だ いと し ょ

えほん

こんねんど

とくしゅう

魅力いっぱい、ベルギー・オランダ生まれの絵本の 特 集 です。

か だいと しょ

がつ

にち

がつ

にち

か

と

さく

ヒド・ファン・ヘネヒテン/作

あつか

かしだしさっすう

●貸出冊数

やく

のざかえつこ/訳

かしだし き げ ん

かん

フレーベル館
ISBN
4-577-02907-3

ひと り

さつ

1 人につき 1冊のみ
しゅうかん

●貸出期限 1週 間
よ や く さっすう

●予約冊数

201565736

おお

かた

ひと り

さつ

1 人につき 1冊のみ

りよう

多くの方に利用していただけるよう、

アヒルも、ゾウも、ハリネズミも、みんなだっこが大好き！
ことば

え

き

も

さつ

あたたかくてやさしい言葉と絵に、気持ちがほっこりする 1冊です。

き

今年度の課題図書は 6月1日から 8月31日まで下記の
取り 扱 いとなります。

『だっこのえほん』

しりょうばんごう

かしだし

課題図書の貸出について

～ベルキー・オランダの絵本～（5/19～7/19）
う

かんじゃ

かんじゃ

大いそがし。さて、次の患者さんは・・・？

えほん

資料番号

さくめ

アリンコじいさんにトカゲのおくさん、今日もいろんな患者さんがやってきて

世界の絵本を楽しもう！
みりょく

しゅっぱん

きょう

だいじ

えほん

え

キダマッチ先生が大活躍するシリーズの 1作目。

つく

ある日、りすさんの大事なエプロンがなくなってしまい・・・。

せかい

おかもと じゅん

201660156

せんせい

なかなかりすさんのように上手には作れません。
ひ

せんせい

どんな病気やケガも治してしまうカエルの

ちょうせん

森のなかまが集まってアイスクリーム作りに 挑 戦 しますが、
じょうず

あつ

今井恭子/文 岡本 順 /絵 BL 出 版
ISBN 978-4-7764-0814-7

びょうき

もり

ほん

『キダマッチ先生！①先生かんじゃにのまれる』

かいせいしゃ

舟崎靖子/作 舟崎克彦/絵 偕成社
ISBN
4-03-313360-7
資料番号

とうじょう

かわいくっておもしろい、色々なかえるが 登 場 する本 を集 め
ました。あなたはどのかえるが好き？
ユニークなおはなしがいっぱいです。

たの

きょうりょく

ねが

みなさまのご 協 力 をよろしくお願いします。
よやくたすう

ばあい

なつ やす

ちゅう

ようい

予約多数の場合、夏休み 中 にご用意できないことがございます。

