
平成 29（2017）年　7月 1日発行　清須市立図書館

5th anniversary5th anniversary
おかげさまで清須市立図書館は開館 5周年を迎えました！

　2016年度試験的に導入した『夏時間・冬時間制度』の
検証結果を考慮し、より良い運営を目指すため、2017年
度も再度試験的に運営時間を変更します。

【期間】7月 1日（土）～8月 30日（水）
【時間】午前 9時 30分～午後 7時
【期間】12月 1日（金）～1月 30日（火）
【時間】午前 10時～午後 6時 30分

2017年度 清須市立図書館の開館時間
『夏時間・冬時間制度』試験導入について

夏時間

冬時間

リクエスト（他館貸出図書等）の
取扱いについて

2017 年 7月 1日（土）より、

選挙に伴う休館のお知らせ 

サービスポイント（にしびさわやかプラザ・市役所）で
はお取り扱いできません。ご不便をおかけしますがご
理解とご協力をお願い申し上げます。

清須市立図書館のみの貸出・返却となります。
他館から取り寄せしてご用意する貸出図書等に関しては、

7 月 23日（日）は清須市長選挙及び市議会議員補欠選挙のため休館です。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程お願いします。

　更新には、貸出利用カード交付時と同じ手続きが必要です。
貸出利用カード交付申請書にご記入いただき、本人確認がで
きるもの・現住所が確認できるもの（※）と貸出利用カードを
一緒にカウンターにご提出ください。在勤・在学資格を希望
の方は、学生証や在勤を証明できるものをお持ちください。
お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
※本人確認できるもの・現住所が確認できるものとは、運転免許証・
　健康保険証などです。ご不明な点がありましたら、スタッフまで
　お尋ねください。
※更新では、カードの再交付はいたしません。

更新手続きの受付時期が
下記の通り変更になりました。

3年経過後の最初の誕生日が有効期限です。
清須市立図書館の貸出利用カードはカード登録時から

3年経過後の
誕生日の 1ヶ月前から
お手続きいただけます。

3年経過後の
最初の誕生日から
お手続きいただけます。

2017 年 6月まで 2017 年 7月から

貸出利用カードの
更新について

図書館だより7月号 トートバッグ
プレゼント！
7 月7日（金）から配布 
※貸出先着順（なくなり次第終了）

図書館オリジナル
5周年記念ノベルティ

リサイクル会
図書館で不要になった本を無償配布します。

【と　き】7月 29日（土）

【ところ】1階ギャラリー・交流テラス

※当日午前 9時 15分から、正面玄関で整理券を
　配布します。
※雑誌付録の配布はありません。

午前 9時 30分から ※なくなり次第終了【と　き】7月 2日（日）午前 11時から
【ところ】1階交流テラス　　【参加費】 無料
【演奏家】ピ ア ノ ：安藤 悦子 氏
　　　　 バイオリン：水野 裕子 氏
　　　　 クラリネット：船渡 美歩 氏

～ピアノ・ヴァイオリン・クラリネット トリオの美しき調べ～
第15回 アラベスクによるミニコンサート

　大好評 ! アラベスクによるミニコンサート。今回は金
城学院大学声楽専攻の学生とのコラボレーションです。
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「名古屋16話」

　名古屋在住の作家・吉川トリコが、市内 16 区を舞台に
描くショートストーリー。愛知県ならではの行事やスポッ
トが作中にたくさん出てくるので、地元民なら楽しめるこ
と間違いなしです！これを読んでもっと地元愛を深めてみ
ては？

中村修二∥著　佐川眞人∥著　 （507/ サ /16）
「最強エンジニアの仕事術」

　ノーベル賞と日本国際賞をそれぞれ受賞した中村修二さ
んと佐川眞人さんが、偉大な発見をするまでの過程や、自
身の仕事術について語り尽くす本書。科学に興味がある方
だけでなく、自分の視点をがらりと変えたい方にもおすす
めの一冊です。

　市立図書館は、今年の 7
月 7日をもって開館 5周年
を迎えます。図書館が歩ん
だ 5年間を振り返り、思い
出の本とタイムトラベルし
てみませんか？

吉川 トリコ∥著（913/ ヨシ /15）

「地図博士になろう ! 」

　それは白く光る、空白に棲むものーー。ある日の井筒探
偵事務所に、奇怪な事件が舞い込んでくる。秋葉原で、突
然人の体が揺れ、頭部が爆発したのだという。不可解な現
象に挑むことになった超能力探偵、井筒志門と助手のかが
み少年。犯人は『誰』なのか？殺人を止めることはできる
のか？衝撃の真相を、ぜひご自身の目で確かめてください。

瀬尾 まいこ // 著（B913/ セオ /16）
「卵の緒」

「ブランク 空白に棲むもの」

　「母さん、育生は卵で生んだの」へその尾を見せて欲しい、
と頼んだ育生に、母さんは卵の殻を差し出した。見せられ
ないのは僕が捨て子だから？と問う育生を、母さんは力強
く抱きしめて……。親と子の絆を全く新しい形で書いた作
品です。

倉阪 鬼一郎 // 著　（913/ クラ /08）

梅澤 真一 // 著（448/ チ /14）

　地図は昔から、わたしたちの生活を豊かにしてきました。
そして、世界中のその土地の情報をたくさん伝えてくれま
す。地図博士になって、世界各地に出掛けませんか。

「調べてなるほど！野菜のかたち」
柳原 明彦 // 絵と文（626/ ヤ /16）

　野菜には、実を食べる野菜、根っこを食べる野菜など種
類がたくさん。この本では、日本人がよく食べる野菜にま
つわる楽しいお話を、本物そっくりの絵と一緒に紹介して
います。野菜博士になれること間違いなし！好きな野菜の
ページだけ読むのもいいかも。

　心揺さぶる一文に出会っ
たことはありますか？そん
な『珠玉のワンフレーズ』
が潜む本を集めました。

　今年も「図書館を使った
調べる学習コンクール」が
開催されます。夏休みには、
新たな発見を求めて図書館
へ！

図書館で
発見！探求！

開館5周年記念
～本で5年間をタイムトラベル～

珠玉の
ワンフレーズ



【期間】7月 7日（金）～8月 30日（水）
　期間中、市立図書館を利用し、かつキリンビー
ル名古屋工場の工場見学に参加して、両施設のス
タンプを押した指定のスタンプ台紙を提示頂いた
方先着 1,000名に粗品（キリングループの清涼飲
料 1缶）進呈！ ※スタンプ台紙 1枚につき粗品 1
缶と交換（引換えは 1日 1回まで）

スタンプ台紙配布・
プレゼント交換場所

キリンビール名古屋工場 工場見学申込方法
※定員になり次第受付終了
※お車・自転車を運転の方、未成年者、妊娠中や授乳期
　の方は、酒類をご試飲いただけません。（清涼飲料・
　20歳以上のお客様にはノンアルコール飲料をご用意）

清須市立図書館、キリンビ
ール名古屋工場見学施設

スタンプラリー開催
図書館利用&キリンビール工場見学で
粗品ゲット！記念

イベント

キリンビール名古屋工場 ☎052-408-2000

下記URLよりご予約ください
http://www.kirin.co.jp/entertainment/factory/nagoya/

電話でのご応募

インターネットでのご応募

【受付時間】午前 9時 30分～午後 4時
月曜日を除く。月曜日が祝日
の場合は次の平日を除く。

　清須市立図書館は、2012年に清須市の市制 7周年を
記念して誕生しました。いかに地域に根ざした取組みを
していけるかをコンセプトに、地域の企業・地域住民と
の関わりの中でこそ、ライフスタイルに密着したサービ
スを行えると考え、市民参画型の図書館となるよう様々
な取組みを提案しています。
　そんな中、図書館の想いと「ぜひ一緒にこの地域を盛
り上げたい」というキリンビール名古屋工場の想いがリ
ンクし、共同での取組みが始まりました。
　みなさんは、清須市にキリンビール名古屋工場がある
のをご存知でしょうか？豊かな水辺環境に恵まれ、名古
屋大都市圏に位置する利便性の良い清須市は、実はビー
ルづくりに最適な土地なのです。
　「清須をユニークで魅力的な街にしたい」そんな思いを
込めて、この取組みで立ち上げる図書コーナーを、『日本
一ビールに詳しくなるための図書コーナー』と名付け、
コーナー設置に向けた話し合いが始まりました。話を進
めて行く中で、「図書コーナーのメインとなる目立つ棚が

欲しい」、「地域の学生にこのコーナーの棚デザインをし
てもらってはどうだろう？」というアイデアが浮かびま
した。この計画に快く名乗りを上げてくれたのが名古屋
芸術大学デザイン学部スペースデザインコース。学生た
ちが授業の一環でデザインをしたのち、図書館利用者の
前でプレゼンテーションを行いました。そのコンペで 1
位になったデザインを制作し、完成したものが、今回設
置された本棚。ここには約 2,000 冊の本の収蔵が可能で
す。この官・民・学の垣根を越えた取組みは、立ち上げ
段階から全国に注目されています。
　このコーナーでは、日本一ビールに詳しくなれるよう
な資料を収集するだけでなく、清須市内の企業関連資料
の紹介や、併せて読んで欲しい図書も紹介していきます。
清須市民、そして清須を訪れる人が活気を感じられる図
書館になるように、これからのまちづくりの一端となる
図書コーナーになるように、皆で育てて行きたいと、清
須市立図書館は考えています。

OPENOPEN
日本一ビールに詳しくなるための図書コーナー
2017年7月 清須市立図書館に

清須市立図書館 ×
キリンビール名古屋工場 ×
名古屋芸術大学

『日本一ビールに詳しくなるための図書コーナー』ができるまで



5 日（水）

耳からの読書 幼児・児童午前11時～
　　 11 時 30分

1日（土） おはなし会

おはなし会

幼児・児童

わらべうたを
楽しむ会

おはなし会

午前11時～
　　 11 時 30分

午前 11時～
　　 11 時 30分

午前 11時～
　　 11 時 30分 乳幼児

午前11時～
　　 11 時 30分15日（土）

7月のおはなし会
※プログラムの内容は変更する
　ことがあります。詳細はお問
　い合せください。

英語絵本の読み聞かせ 幼児・
小学校低学年

利用案内

午前１０時～午後７時

・月　曜　日（当該月曜日が休日の場合は次の平日）
・年末年始（１２月２９日～１月３日）
・館内整理日

・特別整理期間（年１回）

毎月末日、但し当該日が休館日又は
土・日・祝日にあたる場合は直前の平日

・ＪＲ東海道本線「清洲」駅より徒歩２０分
・きよすあしがるバス　さくらルート「夢広場はるひ」下車すぐ
　　　　　　　　　オレンジルート「夢広場はるひ」下車すぐ
・名古屋高速道路　一宮方面から　春日出口より約５分
　　　　　　　　　名古屋方面から　清須出口より約５分

〒452-0961 愛知県清須市春日夢の森１
【ＴＥＬ】052-400-1044( トショ )　【ＦＡＸ】052-400-1114
【Ｈ　Ｐ】http://www.library-kiyosu.jp/
※清須市の市有施設である清須市立図書館は、指定管理者代表構成員
　㈱図書館流通センターが管理・運営を行っています。

開館時間

発行元

休館日
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春日橋

名古屋

名古屋第二環状自動車道

下之郷

西牧前

学校橋

190

清須市立
図書館

名神自動車道

主催団体 対　象日　時 場　所 内　容

びわっ子

一般図書館スタッフによる
おはなし会午後 2時から

午後 2時から

16日（日）

13日（木）

おはなしぱぴぷぺぽ

おはなしぱぴぷぺぽ

午前11時～
　　 11 時 30分 英会話クラブ1階おはなしの部屋

1階おはなしの部屋

1階おはなしの部屋

1階おはなしの部屋

1階おはなしの部屋

8日（土） おはなし会

おはなし会

午前11時～
　　 11 時 30分 乳幼児

乳幼児

乳幼児

乳幼児

1階おはなしの部屋

1階交流テラス

9日（日） 清須市立図書館

清須市立図書館

家庭文庫どんぐり小屋

家庭文庫どんぐり小屋

家庭文庫どんぐり小屋

わらべうたを
楽しむ会

午前11時～
　　 11 時 30分27日（木） 1階おはなしの部屋

1階おはなしの部屋

午前11時～
　　 11 時 30分22日（土）

29日（土）

1階おはなしの部屋 びっくりばこ

ハローキッズ

日 月 火 水 木 金 土
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7 月の開館スケジュール

1

…休館日

日 月 火 水 木 金 土

6
13
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15 1614 17 18 19
22 2320

27
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29 3028 31

8 月の開館スケジュール

5
8 9
1 2

10 11
3 4

12

…休館日

児童～大人まで

1階おはなしの部屋9日（日）

※7月 1日～8月 30 日は午前 9時 30 分～午後 7時

幼児からおはなし会
そぶたんずによる あそびうたグループ

そぶたんず


