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豊後高田市立図書館だより

よい

38%

ふつう

15%

悪い

1%

Q.スタッフの言葉

接客態度はいかかでしたか？

Q.来館の目的は達成されまし

たか？ 

毎年恒例

平成

さんの回答をいただきありがとうござ

いたします

 

 

平成 27

とが出来ました。これは、お客様の丁寧な図書館利用のおかげでもあります。これからも豊後

高田市立図書館をよろしくお願いいたします。

☆ 結 果 発 表 ☆
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高田市立図書館をよろしくお願いいたします。

皆様
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皆様のおかげで

※その他アンケート
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   302

無回答

スタッフの身だしなみは

いかかでしたか？ 

開館日・開館時間は適切

ですか？ 

来館者アンケート！！
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（金）までの蔵書点検により、不明図書
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お招きします。薬に関する様々な講演をしていただきますので、興味のある方はぜひご参加ください。

第１回第１回第１回第１回

日時

場所

講師

募集

 

 

複数回に渡って、アロマセラピーを日常にど

に取り入れていくのか、基礎から分かりやすく教えて

いただきます

を取り入れて

第第第第 1111

日時

場所

講師
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※第２回以降の講座の際には体験講座の材料費が必要にな

ります。

《

が本をご自宅まで宅配するサービスを行っており

ま

からも本のご予約ができます。
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お招きします。薬に関する様々な講演をしていただきますので、興味のある方はぜひご参加ください。
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複数回に渡って、アロマセラピーを日常にど

に取り入れていくのか、基礎から分かりやすく教えて

いただきます。初心者の方も、すでにアロマセラピー

を取り入れてい

1111 回回回回    「アロマセラピーの歴史と概要」「アロマセラピーの歴史と概要」「アロマセラピーの歴史と概要」「アロマセラピーの歴史と概要」

日時 ： 5 月

場所 ： 豊後高田市立図書館

講師 ： JAA

認定アロマセラピーインストラクター
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募集 ： 先着

※第２回以降の講座の際には体験講座の材料費が必要にな

ります。 
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ご存知ですか？お宅までお届けします

障害者手帳の

が本をご自宅まで宅配するサービスを行っており

ます。事前に登録をしていただけましたら、

からも本のご予約ができます。

薬草講座でご好評をいただいた、おくす

お招きします。薬に関する様々な講演をしていただきますので、興味のある方はぜひご参加ください。

「くすりと健康食品の組み合わせ」「くすりと健康食品の組み合わせ」「くすりと健康食品の組み合わせ」「くすりと健康食品の組み合わせ」
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※第２回以降の講座の際には体験講座の材料費が必要にな

21 世紀塾市民講座のご案内
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複数回に渡って、アロマセラピーを日常にど
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※第２回以降の講座の際には体験講座の材料費が必要にな
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級をお持ちの方には、図書館

が本をご自宅まで宅配するサービスを行っており
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ご好評をいただいた、おくすり研究会の矢野忠則先生を

お招きします。薬に関する様々な講演をしていただきますので、興味のある方はぜひご参加ください。
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り研究会の矢野忠則先生を

お招きします。薬に関する様々な講演をしていただきますので、興味のある方はぜひご参加ください。

5 月 3

決定版

5 月 4

アニメ

5 月 5

小公子セディ

5 月 6

はらぺこあおむし
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名犬ラッシー
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元気法話～寂庵にて～

5 月 24

猫島日記

5 月 31

元気法話～寂庵にて～

全 講 座 内 容 ★

 「くすりと健康食品の組み合わせ」

 「くすり（市販薬）の効き目と持病」

 「くすりの副作用！いかに防ぐか！」

 「漢方薬と生薬」

 「新薬とジェネリック医薬品とスイッチ

 「パパママ子どものための上手な飲ませ方」

昨年度より引き続き、武多成道先生を講師

にお招きします。

方もどうぞご参加ください。
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猫島日記 (73 分

31 日（日） 

元気法話～寂庵にて～
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お招きします。薬に関する様々な講演をしていただきますので、興味のある方はぜひご参加ください。 
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☆☆☆☆
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ぶん

後後後後

ご

高高高高

たか

ジュニア

4 月 23

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う

文化があったため

 

「子ども読書週間」は、

4 月 23

記念日が多いことも読書週間となるきっかけになっています
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お楽しみに♪お楽しみに♪お楽しみに♪お楽しみに♪

ぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでね

図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！

☆☆☆☆「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？

ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会

おはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館で

ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？

それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆

次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから

聞いてね♪聞いてね♪聞いてね♪聞いてね♪

ぬいぐるぬいぐるぬいぐるぬいぐる

選んでくれる選んでくれる選んでくれる選んでくれる

楽しみにしててね！楽しみにしててね！楽しみにしててね！楽しみにしててね！

ぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょに
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図図図図

と
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しょ

ジュニア

23 日は、中世のカタルーニャ地方で人々を苦しめたドラゴンと勇敢に闘ったと

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う

文化があったためその後、ユネスコにより「世界本の日」に指定されました。

「子ども読書週間」は、

23 日～5 月

記念日が多いことも読書週間となるきっかけになっています

日（水）の午後日（水）の午後日（水）の午後日（水）の午後

珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！

お楽しみに♪お楽しみに♪お楽しみに♪お楽しみに♪    

ぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでね

図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！

「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？

サン・ジョルディの日

ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会

おはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館で

ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？

それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆

次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから

聞いてね♪聞いてね♪聞いてね♪聞いてね♪    

ぬいぐるぬいぐるぬいぐるぬいぐるみみみみさんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本を

選んでくれる選んでくれる選んでくれる選んでくれるののののかな？？かな？？かな？？かな？？

楽しみにしててね！楽しみにしててね！楽しみにしててね！楽しみにしててね！

ぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょに
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だよりだよりだよりだより

ジュニア

日は、中世のカタルーニャ地方で人々を苦しめたドラゴンと勇敢に闘ったと

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う

その後、ユネスコにより「世界本の日」に指定されました。

「子ども読書週間」は、2000

月 12 日に決まり、

記念日が多いことも読書週間となるきっかけになっています

日（水）の午後日（水）の午後日（水）の午後日（水）の午後 1111 時時時時

珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！

ぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでねぬいぐるみを忘れないでね    

図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！

「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？

サン・ジョルディの日

ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会

おはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館で

ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？

それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆それはナイショだよ☆    

次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから

さんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本を

かな？？かな？？かな？？かな？？    

楽しみにしててね！楽しみにしててね！楽しみにしててね！楽しみにしててね！    

ぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょに

おはなし会おはなし会おはなし会おはなし会

だよりだよりだよりだより    
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日は、中世のカタルーニャ地方で人々を苦しめたドラゴンと勇敢に闘ったと

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う

その後、ユネスコにより「世界本の日」に指定されました。

2000 年の「子ども読書年」をきっかけに

日に決まり、4

記念日が多いことも読書週間となるきっかけになっています

時時時時 30303030 分分分分    

珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！

図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！図書館のぬいぐるみさんも待ってるよ！    

「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？「子ども読書週間」とは？？    4444 月月月月

サン・ジョルディの日

ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会

おはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館でおはなし会がおわった夜の図書館で    

ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？

次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから次の日に、ぬいぐるみさんたちから    

さんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本をさんたちは、どんな本を    

ぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょに    

おはなし会おはなし会おはなし会おはなし会

 

 

 

畔
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 第

日は、中世のカタルーニャ地方で人々を苦しめたドラゴンと勇敢に闘ったと

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う

その後、ユネスコにより「世界本の日」に指定されました。

年の「子ども読書年」をきっかけに

4 月から 5

記念日が多いことも読書週間となるきっかけになっています

珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！珍しいデジタル絵本でのおはなし会だよ！    

月月月月 23232323 日日日日（木）（木）（木）（木）

サン・ジョルディの日 －子ども読書週間－

ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会ぬいぐるみのおとまり会    

    

ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？ぬいぐるみさんがするお仕事はなぁに？    

    

    

ぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょにぬいぐるみといっしょに    

おはなし会おはなし会おはなし会おはなし会    

第 11 号

日は、中世のカタルーニャ地方で人々を苦しめたドラゴンと勇敢に闘ったと

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う

その後、ユネスコにより「世界本の日」に指定されました。

年の「子ども読書年」をきっかけに

5 月は本や読書のイベントや

記念日が多いことも読書週間となるきっかけになっています

「かいけつゾロリシリーズ」

※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう

※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる

豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪

（木）（木）（木）（木）    

－子ども読書週間－

みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？

        「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」

「キュートな女の子の「キュートな女の子の「キュートな女の子の「キュートな女の子の

うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」

「かあちゃん取扱説明書」        

「ミッケ！７」        

        

「もったいないばあさんの

号 

2015

発行：豊後高田市立図書館

日は、中世のカタルーニャ地方で人々を苦しめたドラゴンと勇敢に闘ったと

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う

その後、ユネスコにより「世界本の日」に指定されました。

年の「子ども読書年」をきっかけに

月は本や読書のイベントや

記念日が多いことも読書週間となるきっかけになっています 

「かいけつゾロリシリーズ」

※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう

※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる

豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪

    ～～～～    5555 月月月月

－子ども読書週間－ 

みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？

「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」

「キュートな女の子の「キュートな女の子の「キュートな女の子の「キュートな女の子の

うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」

「かあちゃん取扱説明書」

いとういとういとういとう

「ミッケ！７」

ウォルター・ウィックウォルター・ウィックウォルター・ウィックウォルター・ウィック

ジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロ

「もったいないばあさんの

いただきます」

真珠真珠真珠真珠

2015 年 4 月発行

発行：豊後高田市立図書館

日は、中世のカタルーニャ地方で人々を苦しめたドラゴンと勇敢に闘ったと

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う

その後、ユネスコにより「世界本の日」に指定されました。 

年の「子ども読書年」をきっかけに 

月は本や読書のイベントや 

「かいけつゾロリシリーズ」

※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう

※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる※かいけつゾロリつかまる    

豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪

月月月月 12121212 日（火）日（火）日（火）日（火）

 

みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？みんなの読みたい本はどれかな？？    

「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」

「キュートな女の子の「キュートな女の子の「キュートな女の子の「キュートな女の子の誕生日誕生日誕生日誕生日    

うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」

クロイクロイクロイクロイ

川北川北川北川北    亮司亮司亮司亮司

「かあちゃん取扱説明書」

いとういとういとういとう    みくみくみくみく

「ミッケ！７」 

ウォルター・ウィックウォルター・ウィックウォルター・ウィックウォルター・ウィック

ジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロ

「もったいないばあさんの

いただきます」

原原原原    ゆたかゆたかゆたかゆたか

真珠真珠真珠真珠    まりこまりこまりこまりこ////作・絵作・絵作・絵作・絵

月発行 

発行：豊後高田市立図書館 

日は、中世のカタルーニャ地方で人々を苦しめたドラゴンと勇敢に闘ったと 

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。

また、カタルーニャ地方では「サン・ジョルディの日に」に本と花を送り合う 

 

「かいけつゾロリシリーズ」 

（35

(30 回

（27 回）

（26

（25

（25

※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう※かいけつゾロリのチョコレートじょう    

豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪豊後高田市立図書たくさん借りられた本だよ♪    

日（火）日（火）日（火）日（火）    

「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」「びっくりゆうえんち」    

    

うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」うらない＆おまじない」    

クロイクロイクロイクロイ////作作作作    

亮司亮司亮司亮司////さくさくさくさく    

「かあちゃん取扱説明書」 

みくみくみくみく////作作作作    

ウォルター・ウィックウォルター・ウィックウォルター・ウィックウォルター・ウィック////写真写真写真写真    

ジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロジーン・マルゾーロ////文文文文    

「もったいないばあさんの 

いただきます」 

（35

ゆたかゆたかゆたかゆたか////さくさくさくさく    

作・絵作・絵作・絵作・絵    

 

伝えられる騎士サン・ジョルディにちなんで「サン・ジョルディの日」と呼ばれています。 

35 回） 

回) 

回） 

26 回） 

25 回） 

25 回） 

35 回） 



本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本を借りたいけど本を借りたいけど本を借りたいけど本を借りたいけど

時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも

OKOKOKOK！！！！    

本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・

ミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナー

「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・

カシワは、春に新しい葉が出るまで

古い葉がお

家がとだえなくなると言われてるよ

ちまきは、中国からつたわった食べもの

ササやチガヤの葉におもちをつつんで

むしたものなんだ。どっちにも魔よけの

効果があると考えられているんだって！

「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・

QQQQ、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や

「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？

いつもと違う形でいつもと違う形でいつもと違う形でいつもと違う形で

読んでみたい！読んでみたい！読んでみたい！読んでみたい！

しおりもはさめます！しおりもはさめます！しおりもはさめます！しおりもはさめます！

「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪

そんなときは！そんなときは！そんなときは！そんなときは！

 

本を借りたいけど本を借りたいけど本を借りたいけど本を借りたいけど

時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも

 本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・

ミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナー

「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・

カシワは、春に新しい葉が出るまで

古い葉がおちないことから、えんぎがよく、

家がとだえなくなると言われてるよ

ちまきは、中国からつたわった食べもの

ササやチガヤの葉におもちをつつんで

むしたものなんだ。どっちにも魔よけの

効果があると考えられているんだって！

「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・

、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や

「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？

 

いつもと違う形でいつもと違う形でいつもと違う形でいつもと違う形で

読んでみたい！読んでみたい！読んでみたい！読んでみたい！

しおりもはさめます！しおりもはさめます！しおりもはさめます！しおりもはさめます！

「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪

そんなときは！そんなときは！そんなときは！そんなときは！

本を借りたいけど本を借りたいけど本を借りたいけど本を借りたいけど    

時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも

本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・本だと荷物になる・・・    

ミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナー

「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・「かしわもち」はね・・・    

カシワは、春に新しい葉が出るまで

ちないことから、えんぎがよく、

家がとだえなくなると言われてるよ

ちまきは、中国からつたわった食べもの

ササやチガヤの葉におもちをつつんで

むしたものなんだ。どっちにも魔よけの

効果があると考えられているんだって！

「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・「ちまき」のやくめは・・・    

、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や

「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？

いつもと違う形でいつもと違う形でいつもと違う形でいつもと違う形で    

読んでみたい！読んでみたい！読んでみたい！読んでみたい！    

しおりもはさめます！しおりもはさめます！しおりもはさめます！しおりもはさめます！    

「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪「電子書籍」を使ってね♪    

そんなときは！そんなときは！そんなときは！そんなときは！    

知ってるかな？知ってるかな？知ってるかな？知ってるかな？

時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも時間がない・・・自宅でも

ミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナー

No,9No,9No,9No,9

    

カシワは、春に新しい葉が出るまで 

ちないことから、えんぎがよく、

家がとだえなくなると言われてるよ！

ちまきは、中国からつたわった食べもの

ササやチガヤの葉におもちをつつんで

むしたものなんだ。どっちにも魔よけの

効果があると考えられているんだって！

    

、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や、端午の節句に「かしわもち」や    

「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？

    

    

わからないことがあったら

スタッフに聞いてみようね！

知ってるかな？知ってるかな？知ってるかな？知ってるかな？

データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」

ポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースは

「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ

調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が

わからないわからないわからないわからない

ミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナーミニレファレンスコーナー    

No,9No,9No,9No,9    

 

ちないことから、えんぎがよく、

！ 

ちまきは、中国からつたわった食べもの 

ササやチガヤの葉におもちをつつんで 

むしたものなんだ。どっちにも魔よけの 

効果があると考えられているんだって！ 

「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？「ちまき」を食べるのはどうしてなの？？    

 
わからないことがあったら

スタッフに聞いてみようね！

5555 月月月月 3333

5555 月月月月４４４４

5555 月月月月５５５５

5555 月月月月 10101010

5555 月月月月６６６６

伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓

5555 月月月月 17171717

元気法話元気法話元気法話元気法話

知ってるかな？知ってるかな？知ってるかな？知ってるかな？    

データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」

ポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースは

「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ

 
調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が

わからないわからないわからないわからない    

恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ

はらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむし

5555 月月月月 24242424

5555 月月月月 31313131

元気法話元気法話元気法話元気法話

5555

 
わからないことがあったら 

スタッフに聞いてみようね！

3333 日（日）日（日）日（日）日（日）

４４４４日（日（日（日（月）月）月）月）

５５５５日（日（日（日（火火火火））））

10101010 日（日）日（日）日（日）日（日）

６６６６日（日（日（日（水）水）水）水）

伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓

小公子セディ小公子セディ小公子セディ小公子セディ

名犬ラッシー名犬ラッシー名犬ラッシー名犬ラッシー

17171717 日（日）日（日）日（日）日（日）

元気法話元気法話元気法話元気法話    ～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～

 

データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」

 
ポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースは

「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ

調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が調べたいけど使い方が

教えてもらったことを教えてもらったことを教えてもらったことを教えてもらったことを

調べたい！調べたい！調べたい！調べたい！

恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ

はらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむし

24242424 日（日）日（日）日（日）日（日）

ねこ島日記ねこ島日記ねこ島日記ねこ島日記

31313131 日（日）日（日）日（日）日（日）

元気法話元気法話元気法話元気法話    ～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～

月月月月    花こづちシアター花こづちシアター花こづちシアター花こづちシアター

スタッフに聞いてみようね！ 

日（日）日（日）日（日）日（日）    

月）月）月）月）    

））））    

日（日）日（日）日（日）日（日）    

水）水）水）水）    

伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓

小公子セディ小公子セディ小公子セディ小公子セディ    

名犬ラッシー名犬ラッシー名犬ラッシー名犬ラッシー    

日（日）日（日）日（日）日（日）    

    ～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～

データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」

ポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースはポプラディアのデータベースは    

「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ

 
教えてもらったことを教えてもらったことを教えてもらったことを教えてもらったことを

調べたい！調べたい！調べたい！調べたい！    

恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ恐竜大図鑑Ⅱ    

はらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむし    

日（日）日（日）日（日）日（日）    

ねこ島日記ねこ島日記ねこ島日記ねこ島日記    

日（日）日（日）日（日）日（日）        

～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～

花こづちシアター花こづちシアター花こづちシアター花こづちシアター

伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓伊豆の踊子・野菊の墓    

～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～    上巻上巻上巻上巻

データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」データベース「ポプラディア」    

「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ「夏休みの宿題」や「調べる学習」に役立つ！！！！

 
教えてもらったことを教えてもらったことを教えてもらったことを教えてもらったことを    

～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～～寂庵にて～    下巻下巻下巻下巻    

花こづちシアター花こづちシアター花こづちシアター花こづちシアター    

上巻上巻上巻上巻    

    

！！！！    

    

    


