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おかげさまで中央図書館は開館 10 周年を迎えました。
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まだまだ続くよ！ 中央図書館開館 10 周年記念事業開催中！

11 月３日は図書館で遠足!? 中央図書館全フロアで多彩な催し
●10 月 27 日～11 月 9 日は「秋の読書週間」です。中央図書館では職員のおすすめ本を紹介していますので、
ぜひご一読ください。●また、中学生から高校生の読書推進のため、平成 26 年にマスコミ等で紹介された本
の中から、20 冊を選定し、おすすめ本リストを発行しました。図書館カウンターでの配布や、ホームページ
によりご覧いただけます。●11 月 3 日㈷、中央図書館では全フロアで多彩な催しを実施します。字幕・音声
ガイド付きのバリアフリー映画「ゆずり葉―君もまた次のきみへ」
、図書館職員によるビブリオバトル、ライ
ブラリー茶会（協力：丹羽の会）
、自動車文庫「新・ひなぎく号」おひろめ、そして地元の中学生が賛助出演
する「歌と音楽のおはなし会」などを開催します。ぜひ、おそろいでお越しください。

平成 27 年 11 月号

おかげさまで中央図書館は開館 10 周年を迎えました。

11 月の図書館イベント

ふれあいルーム（絵本で子育て）

ボランティアによるストーリーテリング

中央図書館

毎週月曜日

●中央図書館 ボランティア養成講座受講生

香里ケ丘図書館

第１・３(金)第２・４(木)

11 月 1 日(日曜日)11 時～、14 時～、16 時～

楠葉生涯学習市民センター

11 月 7 日(土曜日)11 時～、16 時～

菅原図書館

毎週日曜日

さだ図書館

毎週木曜日(第３週は金曜日)

牧野図書館

毎週金曜日

津田図書館

第２・４水曜日

●藤阪分室

ストーリーテリングぽけっとの会

11 月 21 日(土曜日)

14 時 30 分～

ボランティアによる絵本の読み聞かせ等
●中央図書館 ひらりんかたりん
11 月 5 日(木曜日)、 11 月 10 日(火曜日)
11 月 18 日(水曜日)、11：00～
●中央図書館 ホリデーおはなし会
11 月 15 日(日曜日)11 時～
●中央図書館 ボランティア養成講座受講生
11 月 8 日(日曜日)、11 月 29 日(日曜日)
各 10 時～、11 時～、14 時～、15 時～
●香里ケ丘図書館

サークルふうせん

11 月 1 日(水曜日)15 時 30 分～
●香里ケ丘図書館

御殿山図書館

第２・４火曜日

毎週金曜日

いずれも 10 時～12 時 30 分（楠葉のみ 9 時 30 分～
12 時）但し、休館日には実施しません。

ちょっと【本の紹介】

《ながい

よるの

おつきさま》

シンシア・ライラント 作
マーク・シーゲル 絵
渡辺 葉 訳
講談社刊

枚方おはなしを語る会

11 月 11 日(水曜日)15 時 30 分～
＊ストーリーテリングもあります。
●楠葉図書館 くずはおはなしを語る会
11 月 28 日(土曜日)15 時～
＊ストーリーテリングもあります。
●さだ図書館 おはなしなーじょ
11 月 22 日(日曜日)11 時～
●牧野図書館 牧野おはなし「かくれんぼ」
11 月 25 日(水曜日)15 時 30 分～
●御殿山図書館 紙芝居サークルよっちゃん
11 月 4 日(水曜日)15 時 30 分～
●御殿山図書館 御殿山おはなしを語る会
11 月 8 日(日曜日) 15 時 30 分～
＊御殿山図書館共催
●山田分室 山田おはなし会
毎週水曜日 15 時 30 分～
●香里園分室 おはなしメリーさん
11 月 7 日(土曜日)15 時 30 分～
●宮之阪分室 ビスケットの会
11 月 21 日(土曜日)13 時 30 分～

昔むかし、人々は 1 年の各月の満月に名前をつけ
た。1 月は嵐のお月さま Stormy Moon、2 月は雪のお
月さま Snow Moon、10 月はドングリのお月さま Acorn
Moon、11 月は霜柱のお月さま Frosty Moon、そして
12 月は長い夜のお月さま Long Night Moon…。
画家のシーゲルは、満月に名前をつけるアメリカ
原住民に敬意を表して書かれたライラントの詩に魅
せられて、幾度も月夜に散歩に出かけては月の光を
感じてこの絵本を描きました。
寒色系の色を多用して描かれた風景と、柔らかな
光をまとい明るく輝く時もあれば静かな佇まいでひ
そやかに夜空を照らす月と、詩とがぴったりと合っ
て、各月の満月の夜を再現しています。月を愛でる
風習がある私たちだからこそ、共感できる絵本なの
かもしれません。ぜひ、月の美しい季節に、手にと
ってご覧ください。
（菅原図書館職員）

