
「個」から「つながり」へ 
みんなでつくる 発信型図書館 

 

利用者と一緒に図書館の新しい楽しみ方を 

“デザイン”・“発信”します 
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 2階カウンター右手にセルフ貸出機がありますが、皆さん利

用したことはありますか？ 

 このたび、セルフ貸出機コーナーをリニューアルしました。壁

のある個ブースになっているので、人との接触が心配という

方や、借りる本を人に見られることに抵抗がある、という方に

もおすすめです。 

 使い方はとても簡単で、利用者カードと、借りたい本のバー

コードを読み取り機に読ませるだけです。借りた本の一覧も印

刷されるので、読書記録にも便

利です。  

 カウンター混雑時には、お待たせしてしまうこともございます。 

  

貸出手続きのみでしたら、セルフ貸出機が早いので、ぜひ利用してみて

ください！ 

  
※返却や、予約本の受取り、延長手続きはカウンターまでお願いいたします。

   ■ 今月の t o p i c s ～ セルフ貸出機 ご活用ください！ ～         

 蔵書点検による臨時休館のお知らせ 
 

【期  日】  6月15日（火）～18日（金） 

 休館中の本の返却は返却ポストをご利用ください。破損しやすい資料は開館日にカウンターへ返却してください。 

【対象館】 図書館本館、子ども情報センター、笠原分館 

※これに伴い、6月1日（火）～13（日）の間は、おひとり15冊まで、3週間  借りていただくことができます。 

※6月15日（火）は図書館システムメンテナンスのため、終日インターネットサービス（HPからの予約、延長、検索、利

用者のページ閲覧等）がご利用いただけません。ご了承ください。 



トショカンフェス2021・英語多読講座 (Zoomを利用したオンライン講座です) 
  

今日からはじめる  

         英語絵本のよみきかせ               

                        ～多読へのはじめの一歩～ 

展示企画 ～素敵な本との出会いを… ぜひ館内で手に取ってご覧ください～ 

■ そのほかにも多数展示企画中です。館内で見つけてみてください！ 

■ ひと足お先に 課題図書 （2階階段横展示コーナー） 

学年 書名 著者名・出版社 学年 書名 著者名・出版社 

小学校

低学年 

あなふさぎのジグモンタ とみながまい／作  
ひさかたチャイルド 

小学校 

高学年 

エカシの森と子馬のポンコ 加藤多一／作 ポプラ社 

そのときがくるくる   すずきみえ／作 文研出版 サンドイッチクラブ 長江優子／作 岩波書店 

みずをくむプリンセス スーザン・ヴァーデ／文  
さ・え・ら書房 

おいで、アラスカ！ アンナ・ウォルツ／作  
フレーベル館 

どこからきたの？おべんとう 鈴木まもる／作 金の星社 オランウータンに会いたい 久世濃子／著 あかね書房 

小学校

中学年 

わたしたちのカメムシずかん 鈴木海花／文 福音館書店 

中学校 

with you(ウィズ・ユー) 濱野京子／作 くもん出版 

ゆりの木荘の子どもたち 富安陽子／作 講談社 アーニャは、きっとくる マイケル・モーパーゴ／作 評論社 

ぼくのあいぼうはカモノハシ ミヒャエル・エングラー／作  
徳間書店 

牧野富太郎：日本植物学の父 清水洋美／文 汐文社 

カラスのいいぶん 嶋田泰子／著 童心社 

高等 

学校 

水を縫う 寺地はるな／著 集英社 

兄の母、ジェシカ ジョン・ボイン／著 あすなろ書房 

 
科学者になりたい君へ 佐藤勝彦／著 河出書房新社 

 図書館には読みきかせしやすい英語絵本が沢山あるんで

す！選び方や読みきかせのコツをお話します。英語の歌や手

遊びも楽しみましょう♪

【日 時】 7/24（土） 11:00～12:00 12：00～質疑応答（約30分間）   

【対 象】 どなたでも（乳幼児向けに読み聞かせをしたい方） 

【定 員】 Zoom：100名 会場視聴：20名 

【会 場】 ヤマカまなびパーク6階視聴覚室 またはご自宅にてオンライン受講 

【講 師】 NPO多言語多読正会員  

       ABC4YOU自由が丘英語教室代表 鈴木祐子 

【参加費】 500円  

【申 込】  6/1(火)～7/18（日）18:00まで 図書館カウンター・メールにて 



 

「多治見レトロ写真セット」 

「多治見レトロシアター」 貸出しのおしらせ 
 郷土資料室では「多治見レトロ写真セット」「多治見レトロシ

アター」の貸出しをしています。郷土資料室所蔵の多治見の昔の

写真をパネルやスライドショーにしたもので、イベントや施設な

どでの掲示、回想法にもお使いいただけます。 

 貸出し方法や写真内容等、詳細については図書館郷土資料室ま

でお問い合わせください。 

多治見レトロ散歩  

2年ぶりに開催します！ 

  トショカンフェス2021

 「図書館」って本を借りるだけじゃないんです！図書館をよく

利用される方でも知らない事があるかも。ぜひ足をお運びく

ださい。 

【内 容】 

◆手作り絵本展      ◆図書館クイズラリー 

◆小さなおともだちのためのおはなしの会11:00～11:30 

◆録音図書紹介ブース ◆郷土に関する人コーナー(仮称)  

◆英語多読講座（左記参照） 

【日 時】  7/24（土） 10:00～18:00 

【対 象】  どなたでも 

   ぷらっとどうぞ♪  

     トショぷらりー 
 

 図書館にぷらっと来てスタンプラ

リー。本を借りて楽しくスタンプを集

めていただくと、しおりをプレゼント

します！ 

 

【期間】 開催中 

【場所】 2Fカウンター前 



１位  52ヘルツのクジラたち 町田そのこ／著 中央公論新社 予約回数   78回 

2位 白鳥とコウモリ 東野圭吾／著 幻冬舎 68回 

３位  ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人    東野圭吾／著 光文社 47回 

４位  クスノキの番人 東野圭吾／著 実業之日本社 46回 

５位  推し、燃ゆ 宇佐見りん／著 河出書房新社 ３6回 

６位  元彼の遺言状 新川帆立／著 宝島社 32回 

7位  魂手形  宮部みゆき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 29回 

8位  心淋し川 西條奈加／著 集英社 27回 

8位  希望の糸 東野圭吾／著 講談社 27回 

8位  お探し物は図書室まで 青山美智子／著 ポプラ社 27回 

◎ ブックスタート 

◎ 小さなおともだちのためのおはなしの会 
■  今月は実施いたしません 

6月行事カレンダー

◎ おはなしの会 
■ 今月は実施いたしません 

幼児・小学校低学年向けのおはなし会

絵本を通じて大切な人との時間を応援する 

英語多読を応援する たじみ多読を楽しむ会 
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スマホOPACへ GO 

、ご利用ください

◎ 録音図書のご案内  
  

多治見市図書館ではボランティアグループ「アイパートナーの

会」の皆さんに録音図書を作成していただいています。その

中から新着録音図書をご紹介します。 

 貸出希望の方はカウンターまでお尋ねください。 
 

■ 『徳川家康は名探偵！！』 楠木誠一郎／著 

■ 『英語日記BOY』 新井リオ／著 

図書館でつながる・ひろがる がんサロン

◎ がんサロン『綿の実会』 
■  今月は実施いたしません 

1 火  

2 水  

3 木  

4 金  

5 土  

6 日  

7 月              休館日                              

8 火    

9 水  

10 木   

11 金  

12 土  

13 日  T.T.T日曜日のクラブ 14:15～(オンライン) 

14 月 休館日 

15 火 蔵書点検 臨時休館日  

16 水 蔵書点検 臨時休館日 

17 木 蔵書点検 臨時休館日                             

18 金 蔵書点検 臨時休館日 

19 土  

20 日   

21 月 休館日                          

22 火    

23 水    

24 木  

25 金 T.T.T金曜日のクラブ 18:30～（オンライン）      

26 土 
英語多読講演会  

 「多読・多聴・多観から会話へ」 13:00～ 

27 日  

28 月 休館日 

29 火   

30 水  

◎
  ～読み忘れ、予約し忘れ、ありませんか？                                               5月28日現在 

 オンラインで実施します。詳細は当館 

ＨＰまたは館内掲示をご確認ください。 

■ 日曜日のクラブ  

6/13（日）14：15～40分間 

■ 金曜日のクラブ  

6/25（金）18：30～40分間 


