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🚼乳幼児一時預かりは第2・第4火曜(10:00～13:00)ですが、月によって預かり日が変更になることがございます。
※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・あかちゃんからのおはなし会の申し込みは、開催日の1週間前からカウンターまた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。

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

おはなしと工作会
(14:00～14:40)

親子タイム

親子タイム

親子タイム

図書館NEWS 📚【今年も開催】志段味図書館まつり ２０日開催

📚【新着】一般向けの本棚 ミニ展示の紹介

みんなのがん教室第8
回 （14:00～15:30）

親子タイム

会
10:20

あかちゃんからの
おはなし会
(10:30～10:50)

※申込開始
9日「スマホの相談会」

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。

マタニティヨガ教室
(10:00～11:00)

11
志段味図書館

だより

※申込開始
25日「子育ておしゃべり広場」

・作家の本棚 井上荒野さん 場所：入口脇

なし会
11:10

※申込開始 12/4フレイル
予防

志段味みんなの保健室
(14：00～17：00)

※申込開始 12/17「ビブリオバ
トル」

※申込開始12/6「みんなの保
健室」

※申込開始 12日「工作会」26日
「添削指導」12/3「推理小説の歴史」

November 2022

・(講座)推理小説の歴史参考資料 場所：1類 館長展示の棚

公式LINE
ＱＲコード

↓

※申込開始
12/7なかよし音読
12/14 「子育ておしゃべり
広場」「認知症サポー
ター養成講座」

親子タイム

📚【通年イベント】みんなのがん教室第８回 27日開催

よちよちおはなし会
(13:00～13:20)

あかちゃんからの
おはなし会
(10:30～10:50)

乳幼児一時預かり
(10:00～13:00)

親子タイム

毎月１回開催する「みんなのがん教室」第8回目のテーマは
「がんのことはどこに相談すればいいの？」です。講師は愛知
医科大学にお勤めの森下祐一さんです。
まだまだ認知度が低い「がん支援センター」の存在について、
詳しいお話を伺うことができますよ。もっと早くセンターのこ
とを知りたかった…という声が少なくなるように、一緒に学び、
周りに発信していきましょう！
(参加申込は11月6日(日)9：30～カウンターまたは電話にて)

11月20日(日) は志段味図書館まつりです。館内を
バルーンアートで飾りつけします！
当日は絵本や手話、ストーリーテリングを楽しむお
はなし会等が複数開催されます。
また、館内を巡る謎解きゲームや、地域の方が出店
する古本市もございます。楽しみに待っていてくださ
いね～。(20日開催のおはなし会は11月6日(日)9：30よ
り参加申込開始です)

※申込開始 24日「あかちゃん」

「読むのが苦手、漢字がおぼえら
れない」には理由があった！相談会
(14時～15時/15時～16時
/16時～17時)

きょうから始めるフレイ
ル予防(10:00～11:00)

※申込開始
12/1「よちよち」

・メナード美術館開館35周年記念展 35アーティストvol.1
場所：1類向かい 芸術展示の棚

フードドライブ
(9:30～12:00)

しだみとしょかん
子育ておしゃべり広場
(1０:00～11:３0)

学校司書として地域と
つながる(1０:00～11:30) 

「エントリーシー
ト」＆「小論文」添削指
導(第一部13：30～15：00

/第二部15：30～17：00)

※申込開始
11/29,12/13「マタニティ
ヨガ教室」

勤労感謝の日
※17時まで

※申込開始12/2「アレル
ギーのおはなし会」
12/3「時代小説朗読会」

スマホの相談会
(14:00～15:00)

しだみ図書館母親学
級 第3回お腹の赤ちゃんとのコ

ミュニケーション＆抱っこ体験

(1０:00～11:３0)

女性のための東洋
医学入門第2回(10:00

～11:30)

📚【特別整理期間】１４日(月)～１８日(金)は休館します

志段味図書館が所蔵する全資料の点検作業を行うため、
11月の第3週は5日間休館いたします。ご不便をお掛けしま
すが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

第6回志段味図書館
まつり9:30～17:00

※申込開始10日「あかちゃん」

特別整理期間 (休館します)

※申込開始
12/7「母親学級」

23日(水)開催イベント
・なんぺいさんの紙芝居や人形おどりとフラダンスのおたのしみ(10:30～11:30)
・第11回しゅわしゅわおはなし会(13:30～14:00初心者から/14:15～15:00：デフリ
ンピック2022報告会)
・大人も楽しめる英語でおはなし会(16：00～16：30)

6日(日)以下のイベント申込開始
↓
20日「図書館まつりおはなし会」
23日「なんぺいさん」「しゅわしゅわ、デフ
リンピック」「おとなも楽しめる英語でおは
なし会」
27日「東洋医学」「みんなのがん教室」

イベント申込開始
12/4「ちかこさんのお手話べり会」

20日(日)開催イベント
・あかちゃんからのおはなし会(10：00～10：20)
・耳でたのしむおはなし会
(第1部10：30～11：00／第2部11：10～11：40)
・モリスちゃんのおはなし会(14：00～14：30)



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。

『世界でいちばん素敵な
古代文明の教室』実松克義
／監修（三才ブックス）

『かこさとしの手作り紙
芝居と私原点はセツルメント
時代』長野ヒデ子／著(石風社）

月間テーマ展示（ 10月22日～11月11日）

スタッフおすすめ本

ミニ展示（ 10月22日～11月13日）

◇まんがとアニメの本、集めました。◇

ＳＴＡＦＦのオススメ本

今月の新着 注目の１冊！

『ポンコツなわたしで、
生きていく。 ゆるふわ思考で、
ほどよく働きほどよく暮らす』
いしかわゆき／著(技術評論社)

皆さん、どんな秋を満喫されています
か？この季節、食いしん坊の私は、美味
しそうな料理がでてくる本が読みたくな
ります☻‼食べられないけれど、
しあわせな気持ちになります。
おいしそうな本を集めてみました。

読むと、お腹がすいてしまうので…
ダイエット中の方はご注意ください💦

From担当司書W

チャプター１の「ケイザイ以
前の話」から順番に読むことを
オススメします。
終始、例え話が分かりやすく
引き込まれてしまいました。
もし子どもに経済を説明する
時がきたら、この本を片手に
持っていれば堂々とお話しでき
そうです。

『感覚過敏の僕が感
じる世界』加藤路瑛／著
(日本実業出版社)『窓辺の愛書家』

エリー・グリフィス／著
（東京創元社)

『エモい古語辞典』 堀越英美／著(朝日出版社)

11月3日は、とある漫画家さんの
誕生日です。どなたかご存じです
か？ヒントは「ベレー帽」『鉄腕ア
トム』『リボンの騎士』など。答え
は展示を直接みて確認してください。
芸術の秋とはいえ、最近風が冷た

くなってきました。暖かい家で、ぜ
ひ、こちらに揃えたマンガやアニメ
関係の資料をじっくり楽しんでくだ
さいね。

小説や漫画、歌詞に登場す
る、“エモい”古語を集めた
本。古より伝わる素敵な言葉
たちが、なんと1654語も紹介
されています。天文、自然、
人生、物語、言葉の５つの
ジャンルから厳選された古語
は、きっとあなたの心に響く
はず。創作活動に役立つのは
もちろん、読んでいるだけで
も楽しい一冊です。

『あなたのなつかしい
一冊』 池澤夏樹／編
(毎日新聞出版)

◇本で楽しむ！？食欲の秋◇

『東大生が日本を100人の島に例えたら
面白いほど経済がわかった！』ムギタロー／著

(サンクチュアリ出版)

■館長、美声で犬飼さんの詩３作品を音読
「手と目」「美しいフォーク」
「おいしいボロネーゼ(一部のみ)」)

【イベント報告】10月15日(土)トークイベント「甘いケーキだけ刺してりゃ良い人生ならば詩人にはなっていない」

2階集会室で開催し、11名の方が参加されまし
た。
現代詩のホープとして活躍されている詩人の犬

飼愛生(いぬかいあおい)さんと、志段味図書館館
長がインタビュー形式でトークを繰り広げ、犬飼
さん自身のことと、詩や詩人業界の詳しいお話を
伺うことができました。途中で、館長が犬飼さん
の詩を音読し、犬飼さんにそれぞれの作品への想
いや詩作について語っていただきました。

犬飼さんの詩集が2冊、名古屋市図書館に所蔵されています。
気になる方は読んでみてください！

・『ストークマーク』犬飼愛生／著(モノクローム・プロジェクト)

↑第21回小野十三郎賞 受賞作品

・『それでもやっぱりドロンゲーム』犬飼愛生／著(アフリカキカク)

また、犬飼さんが今回のイベントのために書き下ろ
された詩の問題文を、参加者の方に解いていただきま
した。なかなかの難問でしたが、皆さん頑張って解い
ていました。
詩の末尾に入る言葉を考える問題では、全員がそれ
ぞれ考えた解答を発表しました。同じような答えが並
ぶかと思えば、まったく正反対の言葉を入れる方もお
り、創作の面白さがわかる良い機会だったと思います。


