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J u n e 2021 Twitterフォロワー募集中！

🍀…特別イベント 🌷…よちよちおはなし会 👶赤ちゃんからのおはなし会 🚼…乳幼児一時預かり(第2・第4火曜10:00～13:00)

※おはなし会と各イベントは事前申し込み制です。詳細はチラシや館内掲示をご覧ください。

よちよち・赤ちゃんからのおはなし会の参加申し込みは、開催日の1週間前からカウンターもしくは電話で受付します。

乳幼児一時預かりサービスは、事前申し込みができませんので、ご了承ください。

親子タイムは、第2・第4火曜日と毎週木曜日の10:30～11:30です。館内にBGMが流れます。

👶赤ちゃん
(10:30～10:50)
(11:10～11:30)

名古屋市志段味図書館 開館時間：平日・土曜₌9:30～19:00／日曜・祝日₌9:30～17:00
☎：052-736-6907 Fax：052-736-6908

🍀なかよし音読
(14:00~14:30)

✂おはなしと
工作会(14:00~14:30)

親子タイム

親子タイム

親子タイム

親子タイム

親子タイム

親子タイム

図書館NEWS

Zoomを使ったオンライントークイベントです。
家族みんなで楽しめるスープづくりの秘訣を学びま
しょう。(6月4日～申込開始)

🍀６月は食育月間！「スープ作家 有賀薫さんの
スープとおうちごはんのおはなし」１１日開催

🍀「地獄のソーシャルディスタンスおはなし会」
１３日開催

奴らが帰ってきた…！昨年行われた怖いおはなし会を
この夏も行います。怖いお話を聞いた後、懐中電灯1本
のみで、真っ暗な図書館から脱出します。
はたして、無事に脱出できるかな…？？
（6月6日～申込開始・先着順）

📚【新着】一般向けの本棚 ミニ展示の紹介

・にほんの手仕事 場所：7類 工芸の棚

🍀スープ作家 有賀
薫さんのスープとおう
ちごはんのおはなし

(11:00～11:40)

休館日休館日

休館日

休館日

親子タイム

👓館長の昔話朗読会
(13:30～14:00)

※7/3「バリアフリー講演
会」申込開始

※9日「なかよし音読」
申込開始

👶赤ちゃん
(10:30～10:50)
(11:10～11:30)

※6/27「かんちょうのおはなし」
申込開始

🚼乳幼児一時預かり

(10:00～13:00)

※イベントは新型コロナウイルスの影響により、延期または中止する場合がございます。ご不明な点がある場合は、お問い合わせください。
またイベントに参加される際は、感染防止のため、館内でのマスクの着用・来館前の体調チェックをお願いします。

🚼乳幼児一時預かり

(10:00～13:00)

🌷よちよち
(13:00～13:20)

※12日「工作会」
申込開始

👓かんちょう

のおはなし会

(11:00～11:25)

※6/26「昔話朗読会」
「enjoy English」

申込開始

６ 志段味図書館
だより

📚Let’s enjoy 
English!

(10:30～10:50)

休館日
※11日「有賀さんの
スープ」申込開始

・映画 お好きですか 時代劇特集 場所：7類 映画の棚

・作家の本棚 大崎善生さん 場所：入口脇

・SDGｓ展示17のゴール 場所:5類の棚

・芸術展示 トライアローグ 場所：0類の棚向かい

休館日

🌷よちよち
(13:00～13:20)

🍀第一回しだみ
読書会『オール・

アメリカン・ボーイズ』
(14:00～16:00)

🍀その他のイベント
(詳細は館内チラシをご覧ください)

6日 ちかこさんのお手話べり会
9日 なかよし音読
12日 おはなしと工作会
20日 第一回しだみ読書会『オール・アメリカン・

ボーイズ』

26日 Let’ｓ enjoy English!
同26日 館長の昔話朗読会
27日 かんちょうのおはなし会

🍀地獄のソーシャル
ディスタンスおはなし
会 (19:00～20:00)

※13日「地獄のおはな
し会」・20日「しだみ
読書会」申込開始

🍀ちかこさんの
お手話べり会
(13:30～14:30)

※６月は水曜日に行います。



新着図書ＰＩＣＫＵＰ！

◇お問い合わせ◇ 名古屋市志段味図書館 ☎：052-736-6907 Fax：052-736-6908
指定管理者：名古屋TRCグループ〒463-0811名古屋市守山区深沢1丁目101番地 ※この用紙は再生紙を使用しています。

『ライオンのプライド 探偵になるクマ』
前田まゆみ文・絵 (創元社)

『ギャグ語辞典』
高田文夫他著

（誠文堂新光社）

『 ビジュアル「毒」図鑑

200種』

齋藤勝裕著(秀和システム)

月間テーマ展示（５/２２～６/１７）

スタッフおすすめ本

＜ちょこっとコラム＞

保湿の達人！かたつむり

ＳＴＡＦＦのオススメ本

ミニ展示（５/２２～６/１７）

◇大人がしみじみ楽しい
図鑑展示◇

◇～１０代から読める～
やさしい歴史・時代小説◇

今月の新着 注目の１冊！

家で読書をしていると、「そろそろ思い切り身体
を動かしたい！」と感じます。でも、なかなか外出
できず、ストレスが溜まりますよね。
そこで、ぜひチャレンジしてほしいのが、声に出
して本を読む、「音読」です。
音読には、読解力と滑舌の向上や、ストレス発散
など、良い効果がたくさんあるといわれています。
家の中だからこそ、周りを気にせずにできる音読。
脳が活性化する新鮮な読書法はいかがですか？
また、６月９日に図書館２階、集会室にて、「な
かよし音読」というイベントを開催します。気にな
る方はぜひ、館内チラシをご覧ください。

かたつむりが歩くと、ねばねばとした白い線が
残ります。これは、かたつむりがからだにまとう
粘液です。すこし気持ちわるいと思われがちなの
は、この粘液があるからかもしれませんね。
しかし、この粘液は、かたつむりが生きていく

上で欠かせない重要アイテムなのです。かたつむ
りは、海から陸に進出してきた貝の仲間なので、
からだの乾燥が命取り。粘液をまとうことで、保
湿をしています。さらに、粘液の酵素には、傷を
癒し、雑菌から肌を守る効果があるそうです。い
つもお肌のメンテナンスを欠かさないかたつむり。
大いに見習いたいです。(かたつむりを触った後
は、念入りに手を洗いましょう！)

『たのしい2Dゲームの
作り方 』
STUDIO SHIN著(翔泳社)

ティーンズ担当のスタッフが手掛
けました。読みやすい歴史・時代小
説が集まっています。
弥生～江戸・幕末/近代の人々の

活躍に、きっと心が踊ります。今ま
で読んだことがない方も、ぜひ挑戦
してみてください！

ライオンの群れは英語で
「プライド」、フクロウの群
れは「議会」と呼ばれます。
なぜそう呼ばれるように
なったのか、不思議ですよね。
『くまのこポーロ』、『翻訳
できない世界のことば』で有
名な絵本作家、前田まゆみさ
んが、やわらかな絵とともに、
歴史的背景を教えてくれます
よ。

『和菓子迷宮をぐるぐると』

太田忠司著 (ポプラ社)

『子どもの観る目をはぐ
くむ植物探検ブック！』
小泉 昭男著(かもがわ出版)

『友だち幻想』 菅野仁著(筑摩書房)

「図鑑は子どもが読むもの」
というイメージが強いですが、
大人向けの図鑑もたくさん揃っ
ています。
お仕事、鳥居、無人島、ス

ノードーム、おじさん。あらゆ
るジャンルの大人向けな図鑑を
お楽しみださい。

タイトルはインパクトがあります
が、決して友だちなんていらないと
言っている本ではありません。
人との関係で、おなかが痛くなる

までがんばっている人に、「こんな
考え方をしてみたらどう？」とやさ
しく背中を押してくれる本です。
みんな同じを良しとする同調圧力

にどう対処するか、社会学的見地か
ら分かりやすく解説しています。

参考：グリーンシティ福岡 http://www.greencity-f.org/ (2021.05.11閲覧)

『保健室から見える
親が知らない子どもたち』
桑原朱美著(青春出版社)

＜本のコラム＞

”声に出す読書”でリフレッシュ！


