はっぱのなかでみいつけた
ひろのたかこ／さく 福音館書店
内容
緑の葉っぱのかげに見え隠れする野菜た
ち。トマトの赤や、なすの紫がとても鮮やか
です。収穫前の野菜がみずみずしく描かれ、
最後のページでは迫力満点のスイカが登場し
ます。
コメント
作者が実際に野菜を育てて、観察しながら
描いたそうです。虫食いや枯れかけた葉もあ
るのがリアル。野菜によって葉の形や色も違
うのがよくわかります。

守山・志段味図書館からのお知らせ
今月のおはなし会のお知らせ
場所

守山図書館

ちいさいひとのおはなし会は申込制です。
前月 15 日の 10：30 から翌月開催分を受けつけます。(１家族につき１回）
開催日の前日に空きがあれば、2・3 回目の申込みができます。
ちいさいひとのおはなし会（0 歳～2 歳くらい）

定員 5 組

7 月 1 日（木）午前 10：30～10：50
7 月 9 日（金）午前 10：30～10：50

受付開始日 6 月 15 日（火）
（おひとりいずれか 1 回）

8 月 5 日（木）午前 10：30～10：50
8 月 13 日（金）午前 10：30～10：50
8 月 27 日（金）午前 10：30～10：50

受付開始日 7 月 15 日（木）
（おひとりいずれか 1 回）

幼児・小学生と保護者の方向けおはなし会
7月

3 日(土) 午後 2：30～3：00
10 日(土) 午後 2：30～3：00
17 日(土) 午後 2：30～3：00
24 日(土) 午後 2：30～3：00

定員 10 名(当日先着順)

（※17 日はパネルシアターあり）

場所 志段味図書館 ※申し込みは電話または窓口にて
新型コロナウイルス感染防止のため、館内でのマスク着用と来館前に体調チェックを
お願いいたします。
（１）あかちゃんからのおはなし会
【日時】①7/22(木)10:30～10:50、11:10～11:30
②8/12(木)10:30～10:50、11:10～11:30
【定員】各回先着 5 組
【申込】①7/15(木)②8/5(木) いずれも 9:30～来館又は電話にて
【内容】絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊びなど
（２）よちよちおはなし会
【日時】8/5(木)13：00～13：20
【定員】各回先着 5 組
【申込】7/29(木)9:30～来館又は電話にて
【内容】絵本の読み聞かせ・わらべうた・手遊びなど
（３）おはなしと工作会
【日時】8/14(土) 【時間】14:00～14:30
【対象】幼児～
【定員】先着 5 組
【申込】8/7(土)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】絵本の読み聞かせと工作をします
（４）英語でおはなし会
【日時】7/17(土) 【時間】①10:30～10:50 ②11：00～11：20
【対象】幼児～小学生・保護者
【定員】各回先着 5 組
【申込】7/10(土)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】洋書読み聞かせ、英語の手遊びなど

（5）館長の昔話朗読会（怖い話スペシャル）
【日時】7/24(土) 【時間】11:00～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 13 名
【申込】7/17(土)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】館長が昔話の朗読をします。
（6）かんちょうのおはなし会（おばけスペシャル）
【日時】7/25(日) 【時間】11:00～11：25
【対象】どなたでも
【定員】先着 5 組
【申込】7/18(日)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】館長によるおはなし会です。
（7）耳でたのしむこわ～いおはなし会～ストーリーテリング～
【日時】7/31(土) 【時間】①10：30～11：00 ②11：10～11：40
【対象】①幼児～一般 ②小学生～一般
【定員】各回先着 12 名
【申込】7/24(土)9:30～ 来館・電話にて
【内容】絵本や紙芝居などは使わず、耳だけで聞いて楽しむおはなし会です。

その他のお知らせ
場所 守山図書館
図書館でしゅくだいおうえん
① １～2 年生向けこうざ 「本を使って調べもの名人！」
本の仕組みを知って、目次と索引の使い方を学ぶ、調べ方の入門講座です。
8 月 3 日（火）午後 1：00～1：40
講師
石原ゆみさん（十六文庫代表）
対象・定員 小学 1・2 年生 6 名
持ち物
筆記用具
申込
7 月 20 日（火）午前 10:30～ 窓口・電話にて・先着順
② 3～6 年生向け講座 「百科事典で名たんてい！」
百科事典のひき方のコツを学び、用意された問題を解いてみます。
8 月 3 日（火）午後 2：30～3：30
講師
石原ゆみさん（十六文庫代表）
対象・定員 小学 3～6 年生 6 名
持ち物
筆記用具
申込
7 月 20 日（火）午前 10:30～ 窓口・電話にて・先着順

③ 科学実験講座 「大道仮説実験 どっかーん！」
予想を立て、みんなで意見を出し合い実験します。最後にものづくりも。
8 月 18 日（水） 午前 10：00～12：00
講師
宮地祐司さん（ＮＰＯ楽知ん研究所代表理事）
対象・定員 小学生と保護者 7 組（子どもだけの参加はできません）
費用
材料 1 セットにつき 330 円（当日集めます）
申込
7 月 28 日（水）午前 10：30～ 窓口・電話にて 先着順
工作教室 「ひと裁（た）ち折り」であそぼう
「ひと裁ち折り」は、紙を何度か折って、はさみで１回パチンと切るだけの
切り絵です。折り方を変えると、いろいろな形が作れますよ。
7 月 31 日（土） 午後 2 時 30 分～3 時
対象・定員 幼児（はさみがつかえる人）
・小学生 10 名
幼児は保護者同伴でお願いします。
持ち物
使いなれた、よく切れるはさみがあれば、お持ちください
（はさみは図書館でも用意します）。
申込
当日午前 10：00～ 電話にて 先着順
場所 志段味図書館
（1）ＳＤＧｓオンライントークイベント
「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～」
【日時】7/18(日)
【時間】14：00～15：00
【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名
【申込】7/11(日)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】講師：ふるかわりさ 氏（Ｚｏｏｍにて登壇）
ＳＤＧｓゴール 14 をテーマにし、海洋資源の保護・活用について考えます。
（2）調べ学習講座～夏休みの自由研究お助け隊～
【日時】7/21（水）①10：00～12：00 テーマの決め方・本の調べ方
②13：00～15：00 個人調べ学習
※①のみの参加も可。②のみは不可。
【対象】小学 4 年生～中学 3 年生（保護者同伴可）
【定員】先着 8 名
【申込】7/14(水)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】講師：ＮＰＯ法人としょかん再発見
完成した作品は、「図書館を使った調べる学習コンクール」に応募できます。

（3）トークイベント「瀬戸で本屋はじめました」～「本・ひとしずく」のできるまで～
【日時】7/28（水）13：00～14：00
【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名
【申込】7/21(水)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】講師：田中綾 氏（本・ひとしずく店主）

（4）子ども向け認知症サポーター養成講座
【日時】7/29（木）10：00～11：30
【対象】小学４年生から中学３年生まで（保護者同伴可）
【定員】先着 12 名
【申込】7/22(水)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】講師：太田幸恵 氏（介護福祉士・介護支援専門員）
子どもたちに認知症について知ってもらい、自分に何ができるのかを
考える講座です。

（5）第 2 回 ちかこさんのお手話べり会～手をつかって、おしゃべりしてみませんか？
【日時】8/1（日）13：30～14：30
【対象】高校生以上、手話に興味のある方（お子さんの同伴可）
【定員】先着 13 名
【申込】7/25(日)9:30～ 来館・電話・ＦＡＸにて
【内容】手話をつかったり、手話ができなくても手や表情で自分の伝えたいことを
表現してみます。

（6）カリスマ書店員が教える！思わず立ち止まるＰＯＰ！のつくり方
【日時】8/6（金）14：00～15：30
【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名
【申込】7/30(金)9:30～ 来館または電話にて
【内容】講師：川口諭美 氏（草叢ＢＯＯＫＳ ＰＯＰ担当）
ＰＯＰづくりについての講演とワークショップを行います。

