みどりのみあかいみ
ごんもりなつこ／さく 福音館書店
内容
キユウリ、オクラ、そらまめ…いろいろ
な畑の野菜が、緑の実、赤い実として紹介
されています。緑のトマトが熟すと赤くな
る様子も描かれます。最後は断面、切った
らどんな色かな？
コメント
実ばかりでなく花や葉っぱも美しく丁
寧に描かれた、図鑑のような絵本。大人も
発見があるかもしれません。

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
終了後、会場でエリア支援保育所保育士からの情報提供がある
「保育士さんと話そう」があります。
８月４日（木）午前 10：30～10：50
８月 12 日(金）午前 10：30～10：50
８月 26 日(金) 午前 10：30～10：50
９月１日（木） 午前 10：30～10：50
９月９日(金） 午前 10：30～10：50

受付中
（おひとりいずれか 1 回）

受付開始日 8 月 16 日（火）
（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
定員 10 名(当日先着順)
小学生による読み聞かせと、参加者の皆さんとの、楽譜がなくてもメロディーに
なる楽器バンジーチャイム®の演奏。守山図書館 50 周年の記念行事です。
８月 ６日(土) 午後 2：30～3：00
13 日(土) 午後 2：30～3：00
27 日(土) 午後 2：30～3：00
おたのしみパネルシアター「お星さまあそびましょ」
定員 10 名(当日先着順)
部屋を暗くして、光る「ブラックシアター」で、おはなしをたのしみます。
８月 20 日（土）午後 2：30～3：00

場所 志段味図書館
新型コロナウイルス感染防止のため、来館前の体調チェックと館内でのマスク着用
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】①8/25(木) 10:30～10:50
②9/8(木) 10:30～10:50
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】各先着 10 組
【申込】①8/18(木)②9/1(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】9/1(木) 13:00～13:20
【対象】0 歳～幼児・保護者
【定員】先着 10 組
【申込】8/25(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】9/10(土) 14:00～14:40
【対象】幼児～小学生・保護者
【定員】先着 5 組
【申込】9/3(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】8/20(土) 10:30～11:00
【対象】どなたでも
【定員】先着 7 組
【申込】8/13(土)9:30～ 来館・電話にて
【内容】英語の手遊びや洋書絵本の読み聞かせなどをします。
（5）夏のスペシャルおはなし会
【日時】8/20(土) 14:00～14:30
【対象】幼児～小学生
【定員】先着 5 組
【申込】8/13(土)9:30～ 来館・電話にて
【内容】季節のスペシャルおはなし会です。
（6）にこにこぷんぷんおはなし会
【日時】9/4(日) 14:00～14:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】8/21(日)9:30～ 来館・電話にて
【講師】「えほんの森のなかまたち」のみなさん
【内容】絵本と琴を使う、オノマトペいっぱいのおはなし会です。
（7）しゅわしゅわおはなし会
【日時】9/17(土) ①13:30～14:00 ②14:15～14:45
【対象】①初心者～（日本語あり） ②上級者向け（日本語なし）
【定員】各回先着 30 名
【申込】9/10(土)9:30～ 来館・電話・FAX にて
【講師】ちかこ氏
【内容】手話による絵本のよみきかせなど

その他のお知らせ

場所

守山図書館

なつやすみ宿題おうえん 科学実験講座
親子孫で楽しい大道仮説実験 「バンジーチャイム講座」
みんなで予想を立てて、実験で、音の不思議をたしかめる講座です。
ものづくりも行います。親子でご参加ください。
８月 16 日（火）午前 10 時～12 時
講師：宮地祐司さん（NPO 法人楽知ん研究所代表理事）
対象・定員：小学生と家族 10 組
（幼児の同伴可。子どもだけの参加はできません）
費用：材料費 1 セット 440 円（複数セットも可。当日徴収。
おつりのないようにご用意ください）
申込：８月２日（火）午前 10 時 30 分～ （先着順）
窓口または電話（052-793-6288）へ
「なごやっ子読書ノート」でおしごと体験
2022 年版なごやっ子読書ノートの完成特典です。感染対策のため、
カウンターでの貸出返却作業は行いませんが、バックヤードの見学や
図書のカバーかけ、事務室での端末操作などをしていただきます。
９月 10 日（土）午前 10：00～11：30
17 日（土）午前 10：00～11：30
24 日（土）午前 10：00～11：30
対象・定員：2022 年版「なごやっ子読書ノート」の感想のページを全部
書いた、守山区在住の小学生
各日４名（抽選）
申込：8 月 31 日（水）午後 7 時までに、守山図書館の窓口に感想を書いた
ノートをお持ちください。電話での申し込みはできません。
当選者にのみ、9 月 4 日（日）午後 5 時までに電話連絡します。
※志段味図書館とは実施日・内容が異なります。
どちらか一方にご応募ください。

場所

志段味図書館

新型コロナウイルス感染防止のため、来館前の体調チェックと館内でのマスク着用
をお願いいたします。
（1）SDGｓトークイベント「もったいない！今日からやめようフードロス」
【日時】9/3（土） 10:00～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 名
【申込】8/20（土）9:30～ 来館・電話にて
【講師】中村真由子氏（一般社団法人つながり探究所）
【内容】フードロスや団体の活動などについてお話しいただきます。
※フードドライブ同時開催（9:30～12:00） 詳しくはチラシをご覧ください。
（2）しだみ図書館母親学級
【日時】9/7(水) 10:00～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名
【申込】8/24(水)9:30～ 来館・電話にて
【講師】助産師ステーション「Ki☆mama style」
【内容】妊娠・出産・子育てのテーマについて、地域で活動中の助産師チームと
一緒に学びませんか？
第 1 回テーマ「助産師ってどんな仕事？お母さん応援隊助産師と最近の
お産事情を話しましょう」
（3）ほんとのストローってなに？
【日時】9/11(日) 14:00～15:00
【対象】5 歳～一般（小学 4 年生までは保護者同伴）
【定員】先着 10 組
【費用】300 円（当日持参）
【申込】8/28(日)9:30～ 来館・電話にて
【講師】林智光氏 他（Mugi ストローライフ岩倉代表）
【内容】Mugi ストローライフ岩倉の活動紹介と、フィンランドの伝統的装飾品
ヒンメリの製作をします。
（4）スマホの相談会
【日時】9/14(水) 14:00～15:00
【対象】どなたでも

【定員】先着 10 名
【申込】9/7(水)9:30～ 来館・電話にて
【講師】au ショップ守山吉根店スタッフ
【内容】スマホの「困った！」についての相談会です。
（5）時代小説朗読会 「山本周五郎作 武家草鞋」
【日時】9/17(土) 10:00～11:30
【対象】どなたでも
【定員】先着 24 組
【申込】9/3(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】水谷たまき氏（朗読・元劇団所属）
（6）なごやっ子読書ノートでおしごと体験
【日時】9/23（金・祝) ①10:00～11:00 ②13:00～14:00
【対象】守山区在住の小学生で「なごやっ子読書ノート 2022 年度版」を完成した人
【定員】各回 4 名（応募多数の場合は抽選、後日連絡）
【申込】8/31(水)閉館まで（読書ノート持参）※申込は 1 人 1 回まで。
詳細は、名古屋市図書館ホームページをご覧ください。
【内容】図書館の仕事を体験してもらいます。
（7）豆本講座～豆本でつくる徒然草～
【日時】9/24(土) 13:00～15:30
【対象】中学生以上
【定員】先着 20 名
【申込】9/3(土)9:30～ 来館・電話にて
【講師】河村典久氏（金城学院大学薬学部研究員）
【持ち物】30 ㎝ものさし、カッターナイフ、ハサミ、液体のり、筆記用具
【内容】A8 サイズの豆本を製作します。

