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志段味図書館
J u ｌ ｙ 2021
だより

名古屋市志段味図書館

Sun
27

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
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Twitterフォロワー募集中！
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1 🌷よちよち 2

3 🍀【バリアフリー
講演会】「読むのが

(13:00～13:20)

休館日

苦手、漢字がおぼえら
れない」には理由があ
った！ (1３:３0～1４:３0)

親子タイム

4

5

6

7

12

※18日SDGｓトーク
イベント「かつお節」
申込開始

13

と、私と海と地球つなが
りを見つめ直し豊かに生きる」

14

25 👓かんちょう 26
のおはなし会
(おばけスペシャル)

(11:00～11:25)

休館日

親子タイム

27

屋はじめました～
🚼乳幼児一時預かり 「本・ひとしずく」
のできるまで～
(10:00～13:00)

シャル)(11:00～11:30)
※31日耳でたのしむ
おはなし会申込開始

30

31
🍀耳でたのしむ

🍀子ども向け認知症

おはなし会

サポーター養成講座
(10:00～11:30)

(13:00～14:00)

※8/4日Let's enjoy
English！申込開始

🌷…よちよちおはなし会

朗読会(怖い話スペ

親子タイム

29

🍀 瀬戸で本

親子タイム

(13:30~14:00)

24👓館長の昔話

(10:30～10:50)
(11:10～11:30)

※29日「認知症サポーター
※28日「瀬戸で本屋はじめ 養成講座」申込開始
ました」申込開始

28

（11:00~11:20)

🍀しゅわしゅわおはなし会
※24日「昔話朗読会」
申込開始

親子タイム

(10:00～15:00)

※8/1「お手話べり」
申込開始

🍀…特別イベント

英語でおはなし会
17 🍀
(10:30~10:50）

21 🍀調べ学習講座 22 👶赤ちゃん 23
～夏休みの自由研究
お助け隊～

※25日「かんちょうのおはなし」
申込開始

※17日「英語」
「しゅわしゅわ」
申込開始

(13:00～13:20)

※21日「調べ学習講座」
申込開始

20

工作会(14:00~14:30)

15 🌷よちよち 16

(10:00～13:00)

休館日

(14:00～15:00)

✂ おはなしと

親子タイム

🚼乳幼児一時預かり

休館日

18 🍀 「かつお節 19 海の日

10

(10:30～10:50)
(11:10～11:30)

親子タイム

11

※10日「工作会」申込開始

8 👶赤ちゃん 9

休館日

Sat

※8/6「POP講座」
申込開始

(10:30～11:00)
(11:10～11:40)

👶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。
※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。

図書館NEWS

📚【新着】一般向けの本棚 ミニ展示の紹介
・「本・ひとしずく」が選ぶおくりたい本、つたえたい本
場所：0類 館長展示の棚

🍀児童向けフロアにSDGｓの棚が新設されました

・ひとり親家庭の方へ 場所：3類 社会の棚
・日本刀 場所：7類 工芸の棚
・メディアミックス作品 場所:ティーンズの棚
・ビブリオファンタジー 場所:9類 海外文学の棚

志段味図書館では、一般の方向けに、毎月SDGｓのゴー
ルを2つずつ、大型展示で特集してきました。
半年以上かかりましたが、先月で17個すべてのゴール
・作家の本棚 村山早紀さん 場所：入口脇
に合う、おすすめ本リストを完成・提供することができ
(詳細は館内チラシをご覧ください)
📚その他のイベント
ました。
今後は児童向けの本で特集しますが、大人の方にも読
3日 バリアフリー講演会「読むのが苦手、漢字がおぼえられない」
んでほしい、楽しみながら学べる本があります。ぜひご
には理由があった！
10日 おはなしと工作会
活用ください。

🍀【館内発売】小学生向け課題図書
今年も青少年読書感想文全国コンクール課題図書を
図書館内で販売します。7月下旬頃からの発売を予定
しています。詳細は後ほど掲示される案内をご覧くだ
さい。

17日
18日
21日
24日
25日
28日
29日
31日

英語でおはなし会

しゅわしゅわおはなし会

かつお節と、私と海と地球つながりを見つめ直し豊かに生きる

調べ学習講座 ～夏休みの自由研究お助け隊～
館長の昔話朗読会(怖い話スペシャル)
かんちょうのおはなし会(おばけスペシャル)
瀬戸で本屋はじめました～「本・ひとしずく」のできるまで～
子ども向け認知症サポーター養成講座
耳でたのしむおはなし会

新着図書 ＰＩＣＫ ＵＰ ！

『東大×SDGs』
『基礎から時短ワザで
覚えるIllustratorの
教科書』
広田 正康著(玄光社)

『地域別×武将だから
おもしろい戦国史』
小和田哲男監修
（朝日新聞出版)

『オードリー・タン日本人の
ためのデジタル 未来学』
早川友久著(ビジネス社)

月間テーマ展示（６/1９～７/１５）
◇雨の日でもＨＡＰＰＹにすごそう！◇
じめじめした日が続くと、心も曇
りがちですよね。そこで、雨の日に
楽しく過ごしたい方へのオススメ
本をそろえました！「教養をつけ
る」「雨の物語」「掃除でカビ対
策」「湿気にまけるな！ヘアアレ
ンジ」「おうちで工作」などなど。
素敵なラインナップをぜひ覗きに
来てくださいね。

『風は山から吹いている』
額賀澪著(二見書房)

今月の新着 注目の１冊！

『音読教室 現役アナウンサーが教える、
教科書を読んで言葉を楽しむテクニック』
音読を上手にできるようになり
たい方だけでなく、小学生時代に
出会った教科書の物語を、丁寧に
読み返したい方にもぴったりな本
です。
先月、志段味図書館で行なわれ
た音読教室では、「声に出す読
書」の楽しさを知ることができま
した。気になる方は、ぜひこの本
を手に取ってみてください。

堀井美香著(カンゼン)

ＳＴＡＦＦのオススメ本
『1は赤い。そして世界は緑と青でできている』

ミニ展示（６/1９～７/１５）

望月菜南子著(飛鳥新社)

共感覚を知っていますか？過去に
テレビ番組で、共感覚を持つという
芸能人がその話を披露し、一部で話
題になりました。著者は、「文字に
色を感じる」という共感覚を持つ現
役大学生。共感覚について書かれた
本は少ないのですが、それを持って
いない人間には不思議で何だか魅力
的に映るこの感覚について、本書で
わかりやすく知ることができます。

◇かっぱ◇
6月14日は世界きゅうりの日、7
月14日は河童忌(芥川龍之介の命日)
です。
そこで、日本各地で伝説となって
いる大人気な妖怪「かっぱ」の本を
あつめました！これを機に、芥川作
品、かっぱの物語をお楽しみくださ
い。小さなかっぱのマスコットが
待っていますよ。

スタッフおすすめ本

＜ちょこっとコラム＞

7月7日はそうめんの日？

＜本のコラム＞読書のバリアフリー
「ディスレクシア」と呼ばれる方のことをご存知で
しょうか。私たちと同じように、言葉の理解ができま
すが、生まれつき文字の読み書きが困難な人のことを
指します。日本人の５～８％が該当するといわれてい
ます。
ディスレクシアの人たちが、少しでも読み書きをし
やすいように、当人だけでなく、私たちにもできる工
夫がたくさんあります。例えば「UDフォント」を使用
した教科書や資料を作成することです。この図書館だ
よりも、UDフォントを使用しています。滑らかな線が
より読みやすいですよね。
７月３日に志段味図書館でディスレクシアについて
学べる講演会を開催します。もっと知りたい方はぜひ
ご参加ください。
◇お問い合わせ◇ 名古屋市志段味図書館

東京大学未来社会協創
推進本部監修
『すてきな花言葉と花の図鑑』
（山川出版社）
川崎景介監修 (西東社)

☎：052-736-6907

願い事を書いた短冊を笹にかざる行事は、誰も
が一度は経験したことのあるおまじないではない
でしょうか。今年のお願いで多いのはなんでしょ
う。健康祈願でしょうか？
短冊を飾ることの他に、無病息災が叶うという
おまじないがあります。それは、七夕の日にそう
めんを食べること。平安時代に中国から伝わった
とされています。そうめんの原料である小麦の収
穫時期(７月)に、神にそうめんをささげ、自らも
食すことで健康を祈願します。いつしか七夕の行
事と合わさり、現在も日本の一部の地域で伝わっ
ているようです。天の川のようなそうめんの美し
さを、食卓でも愛でてみませんか？
参考：『日本の暦と生きるていねいな暮らし』

康光岐著（あさ出版）

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。

