いちじく にんじん
大阪ＹＷＣＡ千里子ども図書室／案
ごんもりなつこ／絵
福音館書店
内容
♪イチジクニンジン…の数え歌の絵本。
山椒って、こんなふうに生るんだ。れんこ
んのこと、はすって言うんだね。くっきり描
かれた野菜やくだものの精緻な絵には発見も
多く、指さして歌いながら楽しめます。
コメント
数え歌は全国で歌い継がれ、地方によって、
ヴァリエーションがあります。子どものころ
歌ったのと違う方もいらっしゃるでしょう。

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（0 歳～2 歳くらい） （申込制） 定員 5 組
事前予約は月 1 回のみ。開催日の前日からは、2・3 回目の申込みができます。
10 月 22 日(金)
午前 10：30～10：50
11 月 4 日（木）午前 10：30～10：50
11 月 12 日（金）午前 10：30～10：50
11 月 26 日（金）午前 10：30～10：50

受付開始日 9 月 15 日（水）
受付開始日 10 月 15 日（金）
（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
10 月 2 日(土) 午後 2：30～3：00
9 日(土) 午後 2：30～3：00
16 日(土) 午後 2：30～3：00
23 日(土) 午後 2：30～3：00

定員 10 名(当日先着順)

場所 志段味図書館
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】①10/28(木) 10:30～10:50、11:10～11:30
②11/11(木) 10:30～10:50、11:10～11:30
【定員】各回先着 5 組
【申込】①10/21(木)②11/4(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】①10/21(木) 13:00～13:20 ②11/4(木) 13:00～13:20
【定員】先着 5 組 【申込】①10/14(木)②10/28（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】11/13(土) 14:00～14:30 【対象】幼児～小学生・保護者
【定員】先着 5 組 【申込】11/6(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）秋のスペシャルおはなし会
【日時】10/23(土) 14:00～14:30 【対象】幼児～小学生・保護者
【定員】先着 5 組 【申込】10/16(土)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】絵本の読み聞かせ、簡単な工作など
（5）館長の昔話朗読会
【日時】10/30(土) 11:00～11:30 【対象】どなたでも
【定員】先着 13 名 【申込】10/23(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
【日時】10/31(日) 11:00～11：25 【対象】どなたでも
【定員】先着 5 組 【申込】10/24(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）しだみ図書館まつり あかちゃんからのおはなし会
【日時】11/23(火・祝) 10:00～10:20 【対象】乳幼児・保護者
【定員】先着 5 組 【申込】11/9(火)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】絵本の読み聞かせ、わらべうたなど
（8）しだみ図書館まつり 耳でたのしむおはなし会～ストーリーテリング～
【日時】11/23(火・祝) ①10:30～11:00 ②11：10～11：40
【対象】5 歳くらいから 【定員】各回先着 12 名
【申込】11/9(火)9:30～ 来館又は電話にて
【内容】絵本などを使わずに、耳だけで聞いてたのしむおはなし会です。
（9）しだみ図書館まつり しゅわしゅわおはなし会
【日時】11/23(火・祝) 13：30～14：00 【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名 【申込】11/9(火)9:30～ 来館・電話・FAX にて
【内容】手話によるおはなし会です。
（10）しだみ図書館まつり 英語でおはなし会
【日時】11/23(火・祝) 15：30～15：50 【対象】どなたでも
【定員】先着 5 組 【申込】11/9(火)9:30～ 来館・電話にて
【内容】洋書絵本の読み聞かせなど。

その他のお知らせ
場所 守山図書館
なごやっ子読書月間記念工作会 「ずぼんぼ」を作ってあそぼう （要申込）
「ずぼんぼ」は風でおもしろい動きをする江戸時代のおもちゃです。
紙で作って、あおいでみましょう。
10 月 30 日（土）午後 2：30～3：00
対象・定員：幼児・小学生
10 名（幼児は保護者同伴）
持ち物：はさみ・のり・（家にあれば）うちわ
申込：10 月 30 日（土）午前 10：30～ 電話 052-793-6288 へ（先着順）
子どもと本の講座「学校に行きたくない」を考える （要申込）
学校を長期欠席したり、登校しても教室以外のところにいる子どもたち。
「学校に行きたくない」を、学校や相談・支援の現場の先生方と考える
講座です。子どもたちを描いた図書もご紹介します。
第 1 回 11 月 6 日（土）午前 10：00～11：30
「学校に行きたくない」を考える

講師 市原千明さん（不登校特例校 星槎名古屋中学校教諭）
第 2 回 11 月 10 日（水）午前 10：00～11：30
学校に行けない子どもたちのために～名古屋市の不登校支援について
講師 冨田宏行さん（名古屋市教育センター 指導主事）
※2 回とも質疑応答あり。時間により個別の内容にも応じていただけます。
対象・定員：一般 15 名
申込：来館または電話 052-793-6288 へ（先着順）
２回とも参加される方 10 月 20 日（水）午前 10：30～
どちらか 1 回のみ参加希望の方 10 月 23 日（土）午前 10：30～
特別整理休館のお知らせ
10 月 4 日(月)～8 日(金)
資料の点検などのため、休館します。
そのため、10 月 3 日（日）までの間、貸出期間の延長を行っています。
休館中も、図書・紙芝居は返却ポストにお返しいただけます。
10 月 15 日（第 3 金曜日）は、開館します。
10 冊貸出のお知らせ
10 月は「なごやっ子読書月間」です。
本に親しんでいただくため、10 月 1 日(金)～31 日(日) は、図書・雑誌が
おひとり 10 冊まで借りられます。ご利用ください。
（10 冊貸し出しに伴う貸出期間・予約点数の変更はありません。
）
場所 志段味図書館
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）燻製講座
【日時】10/10（火) 14:30～15:30 【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名 【申込】10/3(日)9:30～ 来館・電話にて
【費用】500 円
【内容】初心者でもできる燻製の作り方を教えて頂きます。
講師：cafe＆mini bar ろうへるん 小林英孝 氏。
（2）第 8 回しだみ寄席
【日時】10/24（日) 14:00～15:00 【対象】どなたでも
【定員】先着 13 名 【申込】10/17(日)9:30～ 来館・電話にて
【内容】愛知大学落語研究会による、子どもから大人まで楽しめる落語会です。

（3）トークイベント「音のないサッカー・デフサッカーを知っていますか？」
【日時】10/30（土) 14:00～15:00 【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名 【申込】10/23(土)9:30～ 来館・電話にて
【内容】講師：日本ろう者サッカー協会理事 野呂啓 氏
（4）第 2 回しだみ読書会「翻訳家 小宮由さんの仕事」
【日時】10/31（日) 14:00～16:00 【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名 【申込】10/3(日)9:30～ 来館・電話にて
【内容】11/12 開催予定の小宮由さんをオンラインでお招きする
こどもの本サロン「翻訳家・小宮由さんに質問しよう！」のプレイベントです。
小宮由さんの翻訳された絵本などを読んでおいてください。
（5）マタニティヨガと赤ちゃんの絵本えらび教室
【日時】11/9（火) 10:00～11:30 【対象】マタニティ期の方
【定員】先着 5 名（お子様の同伴可） 【申込】10/24(日)9:30～ 来館・電話にて
【内容】講師：認定ヨガセラピスト 岡部朋子 氏
（6）第 1 回しだみ・こどもの本サロン「翻訳家小宮由さんに質問しよう！」
【日時】11/12(金) 13:00～14:00
【対象】小宮由さんの翻訳本を読まれている方どなたでも
【定員】先着 12 名 【申込】10/29(金)9:30～ 来館・電話にて
【内容】当館で開催する「こどもの本サロン」イベントの第１回目です。
ゲストに小宮由さんをオンラインでお招きします。
（7）「読むのが苦手、漢字がおぼえられない」には理由があった！第 2 回無料相談会
【日時】11/27(土) ①14:00～15:00 ②15:00～16:00 ③16:00～17:00
【対象】小学生（保護者・家族同伴可） 【定員】各回先着 4 名
【申込】11/7(日)9:30～ 来館・電話にて
【内容】講師：ディスレクシア協会名古屋代表 よしだやすえ 氏他
（8）本の話しませんか？～あなたの好きな本おしえてください～
【日時】11/28(日) 14:00～15:00 【対象】どなたでも
【定員】先着 12 名 【申込】11/7(日)9:30～ 来館・電話にて
【内容】ファシリテーター：西尾雅昭 氏

