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公式Twitter
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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

📚【中高生以上の方向け】「お金」の調べ方案内配布中 📚【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12回 （14:00～15:30）

親子タイム

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)

※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、来館前の体調チェックをお願いします。

3
志段味図書館

だより

・作家の本棚 千早 茜さん 場所：玄関脇

※申込開始 4/6よちよち

志段味みんなの保健室
(14：00～17：00)

※申込開始
16日みんなの保健室

※申込開始 19日東洋医学 が
ん教室

March 2023

公式LINE
ＱＲコード

↓

📚【1年間ありがとう】みんなのがん教室第1２回 19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

なかよし音読
(1４:00～14:40)

毎月１回開催する「みんなのがん教室」今年度最後の
テーマは「助けて！と言える社会へ」です。第一部は志段
味図書館長と名古屋市健康福祉課がん教育担当の方が登
壇します。第二部は、彦田かな子さんを加えた3名によ
る対談です。がんと地域と図書館のつながりを体現して
きたこの一年の取り組みを振り返り、これからの社会を
一緒に考えます。(3月5日(日)9：30～カウンターまたは電話にて

受付開始)

成人年齢が18歳に引き下げられてからもうすぐ
一年が経ちます。安全な契約方法や資産運用など、
お金について知っておきたいことを調べるにはど
うしたら良いのか。その道しるべとなる「パス
ファインダー(調べ方案内)」を1階ティーンズコー
ナーで配布しています。どうぞご利用ください。

※申込開始
23日あかちゃん

きょうから始めるフ
レイル予防(10:00～
11:00)

※申込開始
22日スマホの相談会

・アーツ・アンド・クラフツデザイン展
場所：1類向かい芸術展示の棚

・吉根中学校読書部ビブリオバトルで紹介された本
場所：ティーンズコーナー

・ネコがいる生活 場所：2階学習室前

フードドライブ(9:30～12:00)

子育ておしゃべり広場
(1０:00～11:３0)

こどもの聞く力を育てる
かみしばいと工作
(14:00～14:30) 

かんちょうの昔話の
おはなし会スペシャル(1０：
３0～1１：１５)

※申込開始
26日スズメ 学校図書館

日暮らせる図書館／街に本と

にっぽん全国本屋さん巡
り「御書印」あつめて３００
軒(14:00～15:30)

しだみ図書館母親学
級 第7回(1０:00～11:３0)

女性のための東洋
医学入門第4回(10:00～
11:30)

時代小説朗読会

春 藤沢周平作
『山桜』 (10：00～11：30)

実践！学びと読書の機会
を保障する学校図書館
(14:00～16：30)

📚【作品展】手づくりえほん作品を展示中

守山区社会福祉協議会主催「第2回＃もりやま区
手づくりえほん作品ぼしゅう！」において活動計
画賞を受賞した2作品を展示しています。ぜひゆっ
くりとご覧ください。
※3月1日(水)～3月31日(金)まで、志段味図書館の階段
踊り場と2階集会室前壁面にて開催

おもちゃ図書館
「つなとしょ」
(10:00～12：00)

※申込開始
18日しゅわしゅわ 25日こどもの
聞く力を育てる

※申込開始
11日工作会
18日食物アレルギー

18日(土)開催イベント
・食物アレルギー楽しく食べる生活のために(10:30～12:00)
・しゅわしゅわおはなし会
(第1部13：30～14：00/第2部14：10～15：00手話カウンターへようこそ
/第3部15：05～15：35ろう詩人田中ゆき子詩集『七色のかけはし』出版
秘話)

スマホの相談会
(14:00～15:00)

映像で楽しむ昭和
(1０：３0～1１:30)

※申込開始
8日なかよし音読
15日おしゃべり広場

いつも心はスズ目線
スズメの写真家中野さとるさ
んに聞くスズメのおはなし
(1０:30～11:30)

親子タイム

※申込開始29日点字教室

春休み 親子点字体験
教室 (10:00～11:30)

親子タイム

親子で性教育講座
(10:00～12:00)

※申込開始
9日あかちゃん



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。

『家康の本棚』
大中尚一／著
（日本能率協会マネジメントセンター）

『合本村上春樹
読む。聴く。観る。集める。

食べる。飲む。そして、思う』
(マガジンハウス）

月間テーマ展示（ 2月18日～3月1６日）

スタッフおすすめ本

ミニ展示（ 2月18日～2023年3月16日）

◇『手紙の本』集めました◇

ＳＴＡＦＦのオススメ本

今月の新着 注目の１冊！

『絵本はホスピタリティ
の宝箱 』
医療法人元気が湧く／編
(かもがわ出版)

親子で性のこと、体のことを話す機会を
作ることはなかなか難しいかもしれません。
そんな時は絵本や図鑑が味方になってく

れます。「あかちゃんはどこからくる
の？」とお子さんから聞かれたら、家庭で
性教育を始める絶好のチャンスです。
【お知らせ】３月４日(土)に「親子で性教

育講座」が開催されます。

日本列島で約１万年続いた縄
文時代は、「心の自由」を教え
てくれます。身軽な衣服と彩り
豊かな食事、芸術と創作活動を
愛する姿は、多忙と消費に追わ
れる現代人にとってお手本とな
るかもしれません。シンプルラ
イフに憧れる方に読んでいただ
きたいです。(司書K)

『タスキメシ-五輪-』
額賀澪／著(小学館)

『ユア・プレゼント』
青山美智子／著 U-ku(イラスト)
（PHP研究所)

『ある晴れた夏の朝』小手毬るい／著(偕成社)

卒業、入学シーズン目前。感謝、
励まし、決意、告白など様々な伝えた
い思いがあふれる季節となりました。
メールやSNSでも良いですが、時に

は手紙でその思いを伝えてみません
か？
手紙の書き方の本をはじめ、手紙に

まつわる物語の本を集めました。

舞台はアメリカ。ハイス
クールの生徒たち8人が4対
4でディベートを行います。
テーマは「広島と長崎へ
の原子力爆弾投下は本当に
必要だったのか」
今、この時代に戦争と平
和を考える貴重な1冊です。
彼らの熱いパフォーマンス
にも注目！ (司書N)

『フライパン煮込み2』
若山 曜子／著(主婦と生活社)

◇おやこで性教育◇

『縄文人がなかなか稲作を始めない件
縄文人の世界観入門』
笛木あみ／著(かもがわ出版)

【イベント報告】

🌟2月11日(土)開催 志段味図書館フードドライブ
🌟2月18日(土)親子で性教育講座
今回のテーマは「赤ちゃんから始める性教育」として
大人６名、お子さん６名が参加してくださいました。
・性教育とは本来「いのち、からだ、健康の学問」で、自分を守る、
相手を大切にすることを目的としている
・0歳から始められる、幼児期から始めるのが理想的
・プライベートパーツ（口、胸、性器、おしり）について理解する
こと、自尊感情を育てる（ハグ、タッチング、なでる、リスニン
グなどを行うことで安心感が持てる）こと
などを、一緒に学ぶことができました。(次回は３月４日(土)開催)

今月もたくさんの方が、寄付してくださいました。
ありがとうございました。

次回は3月２５日（土）
９：３０～１２：００

志段味図書館１階おはな
しのへやで受付します！

集められた品は守山のボランティア団体
「つなしょ」、または社会福祉協議会に持って行きます。

🌟2月22日(水)菊華高校２年生の生徒さんが赤ちゃん絵本の読み聞かせを練習しました

志段味図書館の児童担当司書２名が
保育・福祉コースのクラスの生徒さん向けに
読み聞かせサポーター養成講座を行いました。
皆さん一生けん命、楽しそうに練習を重ねていました。

※書影は英文版のものです。
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