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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.
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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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クリスマスお楽しみ会 /児童企画展示「いとをかし日本の伝統文化」/一般企画展示「懐古趣味」
クリスマス絵本シアター

宮重大根プロジェクト中間報告2
レタポ恩読部×清須市立図書館

ワークショップ
名古屋芸術大学の学生さんによる

あの有名漫画家が清須市立図書館に？

鳥山明インタビュー
あの有名漫画家が清須市立図書館に？

鳥山明インタビュー

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」



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
あの「ドラゴンボール」でお馴染み、清須市出身の漫画家、
鳥山明さんにお話を伺いました。

▲ドラゴンボールをはじめとする鳥山明作品は、図書館でも所蔵しています。

鳥山先生

図書館スタッフ

昔から仕事が忙し過ぎて滅多に外出する
ことがなかったので、正直、実家の近く
にこんな立派な図書館があるなんて知り
ませんでした。大きくはないかもしれま
せんが、清潔感があっていい感じです。
今でもマンガこそ描いていませんが多忙
で、時間ができたら睡眠を優先。という
生活なので、図書館を利用する余裕も残
念ながらありませんねえ。

この度は、清須市立図書館にご来館頂き、
ありがとうございます。ズバリ、清須市
立図書館の印象はいかがですか？また、
普段は図書館など利用される事はあるの
でしょうか？

　現在、図書館 1階で展示中の
まつやまたかしさんの作品を鑑
賞しに、「Dr. スランプ」「ドラゴ
ンボール」などでお馴染みの漫
画家、鳥山明先生が来館されま
した！図書館だより 9月号「ま
つやまたかし特集」の記事でも
お聞きした通り、まつやまさん
と鳥山先生は、元アシスタント
と漫画家の関係であり模型仲間。
そんなご縁もあり、鳥山先生へ
のインタビューが実現しました！

そういう生活ですので、本といえば模型
などの趣味の雑誌をトイレで読む程度で、
小説はおろかマンガさえほとんど読まな
いですね。もともとマンガは、マンガ家
のくせに読むのは自分の作品も含めて苦
手だったりします。若い頃は、ベタな推
理モノや SF をちょくちょく読んでいまし
たが。

10月某日、鳥山明先生が清須市立図書館に！

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

1955 年 4 月 5日 愛知県生まれ。23 歳でマンガ家デビュー。
代表作は『Dr. スランプ』『ドラゴンボール』

鳥山先生

図書館としては、先生の好きな本や、図
書館の利用者に向けて、おすすめの本な
ど伺いたいところですが、ということは
……

図書館スタッフ

鳥山明先生漫画家・デザイナー

©バードスタジオ　集英社



当館でも鳥山先生の作品を所蔵しています。
図書館で鳥山作品に初めて触れ、来る度続
きを借りて行く子ども達も多いです。そん
な、新たな世代のファンに一言お願いしま
す。

どういうわけか、連載マンガが終了してか
なりになるのに、今でも楽しんでくれる子
供達がいる、というのは本当に幸せです。
ありがとう！時々、自分でも何がそんなに
受けるんだろう、と不思議な気持ちになり
ますが。

そんなまつやまさんの作品を、老若男女、
幅広い層の方が足を止めて見入っているの
をスタッフもよく見掛けます。鳥山先生の
思う、まつやま作品の魅力とは？

イラストレーター まつやまたかしさんについて

ファンのみなさまへ

鳥山明先生、ありがとうございました！

彼の作品は、ご覧になってわかるように、
とても緻密なタッチのうえに楽しさがち
りばめられています。よくこんな面倒な
ものを楽しそうに描くなあ、なんて、い
つも感心しています。

まつやまさんとは模型仲間とも伺ってお
りますが、鳥山先生はどんな模型を作ら
れるのでしょうか？

ドラゴンボールを貸出上限いっぱいまで借
りていったり、「○巻はいつ返ってくるの？」
と聞きにくる子ども達、そして勿論、子ど
もの頃からずっと鳥山ファンの大人達。図
書館にいると、様々な方と接する機会があ
りますが、皆さん先生の描く世界に夢中な
んだなと分かります。

ボクの場合、模型はどんなジャンルでも
楽しそうであれば作ったりするのですが、
やっぱり時間がなくて１つ作るのに何年
もかかったりしてしまいます。そのくせ
新しいのをつい買ってしまうので、何度
も生まれ変わらないと作れないぐらい箱
が積み上げられていたりします。

鳥山先生

図書館スタッフ

鳥山先生

鳥山先生

図書館スタッフ

現在、図書館で作品を展示中のイラストレ
ーター まつやまたかしさんは、鳥山先生の
アシスタントだったんですよね。やはり漫
画のお仕事というのは、まつやまさんレベ
ルのスゴイ方々が何人もお手伝いされてい
るのですか？

ボクは連載漫画家には珍しく、アシスタン
トさんはいつも１人だけです。これまでお
手伝いしていただいたのは２人で、松山君
は２代目です。運のいいことに二人とも優
秀で、とても助かりました。松山君は仕事
もていねいでスピードも速く、本当にあり
がたかったですね。

鳥山先生

図書館スタッフ

図書館スタッフ

図書館スタッフ

……ところで、最後にあとひとつだけ。清
須市の図書館として非常に気になるのです
が、「清須市は『Dr. スランプ』に登場する
ペンギン村のモデルなのでは？」という噂
がありますが、本当なのでしょうか？

現在は漫画のお仕事はされていないとのこ
とですが、キャラクターデザイン等で鳥山
先生のお仕事を目にする機会は多いので、
これからも普遍的な魅力のある作品を楽し
みにしています！

ペンギン村は、ここがモデルなのでは？と
言われた場所はこれまで何か所もありまし
たが、残念ながらモデルなんて存在しませ
ん。あんな変な村、あるわけないですもん
ね。鳥山先生

図書館スタッフ

好評につき、まつやま
たかしさんの作品展示は
1月 30日（水）まで延長
が決定。まだご覧になっ
ていない方、リピーター
の方、ぜひ図書館へ！



宮重大根プロジェクト

今月はいよいよ収穫。次号でその様子をレポートします！

中間報告2
　清須の特産品「宮重大根」を知り・育てるイベント「宮重大
根プロジェクト」。宮重大根純種子保存会会長さんの畑をお借
りし、地元の小学生のみなさんと畑での大根作りを体験。「宮
重大根」の他、「だいこんきよす」も育てて比較し、その栽培
記録を作成します。先月に引き続き、プロジェクトの様子を完
全レポートします。

　大根がしっかり育ち、窮屈そうな苗もあるので、
急遽間引きを行いました。この日はお天気にも恵ま
れ、作業は順調！まだ細いですが、長く伸びる大根
に期待が膨らみます。だいこんきよすの方が長く育
っているようです。「宮重大根について知りたい！」
と連絡をくれた大学生にも参加してもらいました。

　2度目の間引きから 3週間。すっかり大根らしい姿になりまし
た。今年は気温の高い日が多いため、虫がたくさん活動していま
す。アブラムシと、それを食べてくれるテントウムシを発見！お
おきな幼虫なども見つけました。図書館に戻って、すぐ何の虫か
調べ、それぞれの虫の特徴や、どんな害があるのかを確認。レポ
ートにまとめました。次回の収穫がとても楽しみです。今年の宮
重大根はどこまで立派に育つでしょうか？

■10/26間引き（2回目） ■11/17害虫検査

　イラストレーター まつやまたかしさんの作品展示に伴い小学生を対象に開
催中の「さがし絵クイズ挑戦状」。館内で配布している挑戦状（クイズ台紙）
を持って図書館で本を貸出すると、貸出 1回につき、まつやまさんのイラス
トにちなんだクイズ問題を1問お渡し。挑戦状 1枚分のクイズを集めて答え
ると、プレゼントが貰えるイベントを 10月から開催中です。予想以上の反響
を頂き、図書館側も大人向けクイズの公開を早めたり、土日をサービスデー
としてクイズ問題を 2問お渡しするなど、よりみなさんに楽しんで頂けるよ
う奔走しましたが、今月いよいよ最後の挑戦状が公開です。どうか最後まで
お楽しみください！
　「さがし絵クイズ」は 12月 27日で終了となりますが、まつやまさんのご
厚意で、作品展示の期間が 1月 30日まで延長となりました！クイズ終了後
も、じっくりとまつやま作品の世界をご堪能ください。
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さがし絵クイズ挑戦状
12月、ついに全ての謎が集結 !!

「さがし絵クイズ挑戦状」の
開催期間・景品の交換期限は、12月 27日（木）までです。※全レベル共通



清野恵美子 // 著（814/ キ /07）

２階一般企画１階児童企画

「昭和レトロ語辞典」
秋山 幸雄 // 著　三枝 祥子 // イラスト（759/ ア /08）

「『親子でつくるたこの本』 
　　たこあがるかな」

懐古趣味
　もうすぐ平成が終わり、新しい時代が始まります。そ
んな今だからこそ、現代社会の礎を築いた昭和時代の本
を集めました。昔懐かしいあの頃を、本と共に振り返っ
てみませんか？

　むかしばなし・古典・落語・能・狂言・雅楽。日本の
文化に関するあらゆる本を集めました。いろとりどりの
日本文化を楽しもう！

いとをかし日本の伝統文化

今月の
おすすめ 今月の

おすすめ

　なにかといそがしい年末年始ですが、家族で過ごす時
間も増えますよね。次のお正月は手作りの凧を上げてみ
ませんか？きっとお父さんが大活躍！？材料もストロー
や折り紙、レジ袋など身近にあるものばかりで、お金も
かかりません。ぜひチャレンジを♪

　言葉とは、時流を象徴するものでもありますよね。
この本には、「あたり前田のクラッカー」「月光仮面」
など、耳にするだけで懐かしい思いになる言葉がた
くさん載っています。昭和という時代を、当時の流
行語で振り返ってみてはいかがでしょう？

樹のものづくりわーくしょっぷ

ハグをつくろう！ハグして遊ぼう！

カスタネットを作って、みんなで歌とおはなしを楽しもう！

　鉛筆や時計など、普段使いで
きるものを木で作ってみよう！
作ったものは持ち帰る事ができ
るよ！（一部参加費が必要なも
のもあり）

名古屋芸術大学の
学生さんによる ワークショップ

午前 10時 30分～午後 4時
1階コミュニティラウンジ

　家族でハグのためのツールを
作って、実際に使って遊んでみ
よう！
【持ち物】自分のお家にある布
（ハンカチ・風呂敷・毛布など）

※内容が一部変更になる可能性もございます。予めご了承ください。

名古屋芸術大学×清須市立図書館

レタポ恩読部×清須市立図書館

絵本シアター

脚本・監督 // にしの あきひろ

※第 3部として、2時 45分～「絵本ほんやのポンチョ」を再演

上映中
出入り自由【対象】幼児～

【対象】小学生～大人

絵本ほんやのポンチョ

脚本・監督 // にしの あきひろ
Zip&Candy～ロボットたちのクリスマス～

午後 2時～
2時 10分

第 1部

ところ

読み手

2階研修室
12月22日（土）午後 2時～3時 ( 休憩あり )

小西美月（こにし みづき） 氏 ほか

とき

　朗読に合わせてプロジェクターで絵本の映像を映し出す、
耳で聞いて、目で見て楽しめるイベントです。親子向けの
プログラムですが、一般の方もご参加頂けます。

仮装参加
OK!

第 2部
午後2時 15分
～2時 40分

とき

ところ

22日（土）12月16日（日）

1 階おはなしの部屋 無料 20名 幼児～児童

12月 24日（祝）午前 11時～正午とき

ところ 対象参加費 定員

申込 12月 7日（金）から 1階カウンター・電話にて受付。

おたのしみ会
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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

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

乳幼児おはなしぱぴぷぺぽ

1階おはなしの部屋

乳幼児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

耳からの読書

ハローキッズ

岐阜

分地北 春日新橋

春日中学校

中之郷南岐阜羽島 IC

名古屋西 IC

小牧 IC

一宮 IC

清洲東 IC
名古屋 IC

22
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16

四番割

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

※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。12 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

毎週土曜日に小学生向け
おはなし会を開催♪

午後3時から
15分程度
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　平成 30 年 12 月 28 日（金）～平成 31 年 1月 3日（木）の期間は、年末年始のため
休館します。ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力の程お願いします。

年末年始
休館日のお知らせ


