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※各SNSでの返信対応はしておりません。お問い合わせは清須市立図書館まで直接お願いいたします。

学習席利用状況・新着図書案
内・イベント情報などを中心
に発信！

イベント情報・企画展示の案
内などを中心に発信！http://www.

library-
kiyosu.jp/

最新情報をリアルタイムで更新　　公式SNS　やってます
本の予約・検索がWEBから
もできます！図書館だよりも
毎号掲載中！ @kiyosu_library https://ja-jp.facebook.

com/kiyosu.library/
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イラストレーター

まつやまたかし特集

宮重大根プロジェクト宮重大根プロジェクト

絵本ゼミ絵本ゼミ

本のつくりを学び、本を
大切にする気持ちを育む講座
本のつくりを学び、本を
大切にする気持ちを育む講座

まもなく申し込み受付開始！

図書館スタッフによる図書館スタッフによる
大人のためのおはなし会大人のためのおはなし会

今月は原田マハの著書がテーマ！

清須にゆかりのある
人物を紹介するコーナー
「今月のこのひと」



　1957年生まれ　岐阜県在住。
日本を代表するイラストレーター。
鳥山明氏の二代目アシスタントと
いう経歴を持つ。アシスタント時
代には清洲町在住だったこともあ
り、“ゆかりの人” として突撃取材
を慣行！ 

著書『自分で建てたあこがれのアメリカンハウス』『MOTOR　PANIC』
　　  『トムとジェリーをさがせ！びっくりタウンはおおさわぎ』等

まつやま たかし さん

仕事部屋におじゃまして、まず目に入ってきたのは、模型やプラモ
の箱、筆や刷毛などの道具類、その他ジャンクパーツや興味深いオ
モチャや何かの部品たち。仕事部屋とはいいつつ、こんなワクワク
する空間での作業なんて…！まるで部屋全体が、まつやまさんの作
品そのもののよう。環境が作品を作り上げるのですねぇ (感心 )。

仕事場の本棚には資料がズラリ。まつやまさんの世界観が垣間見えま
す。本棚の上には作品の下書きも保管されているようです。

仕事部屋には趣味のコーナーが。作品作りの道具と共に、自作の模型
などが置かれています。

精巧に作られたミニチュアフィギュア模型は 20代の頃のまつやまさ
んの趣味で、模型メーカーのコンテストを毎回賑わす常連だったとか。
当時、模型作りの趣味があった漫画家・鳥山明さんとも後に上位争い
をする間柄で、紹介で出会ったときに「君は模型作りの…！！」と大
いに盛り上がり、初代アシスタントが辞めるタイミングで、まつやま
さんに話が来たそうです。（今回、図書館だよりの表紙もまつやまさん
の模型作品に飾っていただきました！）

気になる仕事場は、まつやまさんの
作品のようにワクワクする空間！

「ドラゴンボール」の鳥山明先生との
出会いは……？

清須にゆかりのある人物を紹介するこのコーナー、今回は日本を代
表するイラストレーター、まつやまたかしさんにお話を伺いました。

イラストレーター

K O N G E T S U  N O  K O N O H I T O

まつやまたかしさんの巨大
イラスト2点が図書館に登場！

イベント
予告 さがし絵クイズ挑戦状！

詳細は
図書館だより
10月号で！

5歳～
小学校高学年
対象



▲こちらはライブペイントの様子。ド迫力の巨大アート作品…！

▲デジタル作業時は、手袋が作業効率アップの秘訣

緻密で、見ていて楽しい、ワクワクするような世界観が特徴のまつやま作品。それらは下絵をスキャニングし、デジタルペンで上からなぞってペン
入れを完成させたのち、マウスで色をつけていくそうです。とても細やかな作業……。タブレットの表面は、手が汗ばむとペンがスムーズに動かな
くなるとのこと。それを防ぐためにタブレット表面に厚紙を貼り、更に日焼け除けの長い手袋を嵌めるとアナログで紙に絵を描く感触となり、効率
的に描画できるのだそうです。

アメリカンなライフスタイルが大好きと語るまつやまさん。そのお宅は、なんとセ
ルフビルドで建てられたとても素敵なアメリカンハウス。敷地内にはツリーハウス
や、西部劇に出てきそうな小さな小屋のようなアトリエ (仕事部屋 )、旧車のビー
トルが数台置かれていて、一瞬日本にいることを忘れかけました。

アメリカンなライフスタイルが大好き。

まつやまさんの作品作りは、長時間に渡る緻密な作業。

ご自宅 (アメリカンハウス )を使って映画を撮りたいという申し出があり、映画
『あの空をおぼえてる』のロケ地にも使われたまつやま邸。プライベート空間を
我々に公開してくださいましたが、こちらの映画を観ると、アメリカンハウスお
よび周囲の素晴らしいロケーションの全貌が見られますよ！ちなみに、映画『あ
の空をおぼえてる』の原作およびノベライズは、当館で所蔵しています。図書館
スタッフにお尋ねください。

清須市立図書館に、著書『トムとジェ
リーをさがせ！びっくりタウンはおお
さわぎ』を２冊ご寄贈いただきました！

著書『トムとジェリーをさがせ！』が
生まれたワケ
まつやま氏のご自宅にジョークで作ったという
「ジェリーの穴」（写真）をブログに載せたとこ
ろ、ワーナーのライセンスを持っている出版社
がそれを見つけて絵本の依頼に繋がったのだと
か！夏過ぎからは続編の制作がはじまるそうで
す。楽しみですね！

▲著書「ウルトラセブンのおもちゃ箱」より

円谷プロ円谷プロ



絵本ゼミ清須市立図書館

流行の絵本はどんな本？

平成30年度後期

絵本を選ぶ目を養うための勉強会。選書の幅を広げるきっかけに。

～子どもに読み聞かせる絵本を考える～

（全6回）

【と　き】・10月 12日（金）・11月 9日（金）・12月 14日（金）
　　　　 ・   1 月 11日（金）・   2 月 8日（金）・   3 月   8 日（金）
　　　　　午前 10時 30分～正午

【ところ】 2 階研修室　　【定　員】20名
【申　込】9月 6日（木）から、電話又は 1階カウンターにて受付。
※前期絵本ゼミを受講していない方を優先（受付時に確認させて頂きま
　す）。空席があれば、後日受付順にこちらからご連絡致します。

【対　象】子どもに読み聞かせをする機会のある方、
　　　　  読み聞かせに興味がある方

家庭文庫どんぐり小屋　久原幸子氏講　師
（アドバイザー）

初心者向け図書修繕講座

豆本作り

10月 11日（木）・11月 8日（木）

【内　容】本の修繕の基本をお伝えします。
【ところ】2階研修室　　【定　員】10名
【参加条件】初めて当館の図書修繕講座を受講される方
【申　込】9月 13日（木）から、電話または 1階カウンターにて受付。

【内　容】本の構造を理解するための講座。5cm× 6cm程度の
　　　　 小さな本を手作りします。
【ところ】2階研修室　　【定　員】20名
【参加条件】当館の図書修繕講座の受講経験者（今年度受講される方も含む）
【持ち物】カッターナイフ、工作マット（A5程度のものでOK）、定規
　　　　 （カッター用、20cm位）、はさみ（布断裁用）、あれば三角定規
【申　込】9月 13日（木）から、電話または 1階カウンターにて受付。
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2

本のつくりを学び、本を
大切にする気持ちを育む講座

全 2回 +希望の方は②

午後 2時～3時 30分
とき

12月 13日（木）午後 2時～4時 30分とき

図書館スタッフと一緒に宮重大根を育てて、栽培記録をまとめよう！
【対　象】清須市在住（在学）の小学 5～6年生のうち、下記
　　　　  の日程に参加出来る方。
【定　員】6名（先着順）　【参加費】無料
【持ち物】長靴、軍手、水筒、（必要な方は）帽子など
　　　　  ※汚れて良い服装でお越しください。
【申　込】9月 5日（水）から、電話又は 1階カウンターにて受付。

※図書館スタッフが資料探しや記事のまとめ方のサポートをします。
※栽培記録は図書館内で掲示等するほか、市内の各学校へも製本版を配布します。

午後1時 30分～3時

午後 1時 30分～3時

午後 1時 30分～3時

午後 1時 30分～3時

午後 1時 30分～3時

プロジェクトの概要説明・種まき

間引き・追肥（1回目）、栽培記録作成

間引き・追肥（2回目）、栽培記録作成

収穫、栽培記録作成

栽培記録完成、参加賞進呈

江戸川 乱歩 // 著　
東 雅夫 // 編（918/ エド /16）

２階一般企画１階児童企画

今月の
おすすめ

今月の
おすすめ

『怪談入門』
高森美由紀 // 作（913/ タカ /17）

『妖精のスープ』

怪談
　夏にはやっぱり恋しくなる（？）怖い話。今年は国内外
問わず、古くから伝わる名作怪談を中心に集めました。企
画本を貸出された方には、日本各地に伝わる都市伝説が読
めるガチャガチャを引く事が出来ますよ。中には愛知に伝
わるお話も……。

　読書の秋がやってきた！よみもの限定で、図書館スタッ
フのおすすめ本を紹介します。貸出時にお渡しする葉っぱ
型の用紙に本の感想を書いて、返却時にお持ちください。
木の枝を模した掲示板に貼付けて、皆で読書の木を作りま
しょう！

図書館スタッフおすすめ300

　短編小説と怪談にまつわる随筆で、乱歩の怪談への思いを
感じる事が出来る 1冊。随筆の中では多くの名作怪談が取り
上げられているので、これから怪談を読んでみたいという方
には参考になる話ばかり。三島由紀夫らとの対談にも注目。

　5年生の春香は学校でいつもひとりぼっち。家でも妹が中
心でモヤモヤする。ある日見つけたおばあさんの姿をした妖
精を見つけて追いかけてみると……。内気な女の子が人に出
会い、料理を通して人を思い成長する物語です。

「絵と一冊の新書と」

図書館スタッフによる大人のためのおはなし会

小説家でキュレーターでもある原田マハさんの新書
「いちまいの絵・生きているうちに見るべき名画」の
中から抜粋して朗読します。本書の中に登場する作
品を画集で鑑賞しながらお聞き頂くおはなし会です。

2018.9.29SAT

PM3 START 1 階交流テラス

地域の伝統野菜 宮重大根を
育ててみよう！プロジェクト

参加者
募集
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13 日（木）

1日（土）

8日（土）

おはなし会 幼児・児童

幼児・児童

午前11時～
　　 11 時 30分

午前 11時～
　　 11 時 30分

午前 11時～
　　 11 時 30分

午前 11時～
　　 11 時 30分

15日（土）

21日（金）

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

アクセス

ア ク セ ス

びわっ子

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

5日（水） おはなし会午前11時～
　　 11 時 30分 乳幼児おはなしぱぴぷぺぽ1階おはなしの部屋

おはなし会

午前11時～
　　 11 時 30分

乳幼児

乳幼児

おはなしぱぴぷぺぽ

1階おはなしの部屋

おはなし会 乳幼児

乳幼児

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

わらべうたを楽しむ会

わらべうたを楽しむ会

耳からの読書

午前11時～
　　 11 時 30分 1階おはなしの部屋27日（木） 家庭文庫どんぐり小屋

午前11時～
　　 11 時 30分22日（土） 1階おはなしの部屋 びっくりばこ

ハローキッズ

児童～大人まで

岐阜

分地北 春日新橋

春日中学校
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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

9 日（日）

主催団体 対　象日　時 場　所 内　容

※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。9 月のおはなし会

※都合により開催できない場合もあります

毎週木曜日に小学生向け
おはなし会を開催予定♪

午後3時 30分
から15分程度
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29 日（土） 図書館スタッフによる
大人向けおはなし会午後3時から 1階交流テラス 大　人清須市立図書館


