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あいち朝日遺跡ミュージアム
2020 年

11
22 (日)
関連イベント

新規 OPEN

出前博物館完全レポート !!

子どもに選ぶ本の講座 2019 年度後期

0・1・2 えほん入門
講師 久原幸子さんインタビュー

■子どもに選ぶ本の講座 2019 年度 後期「0・1・2 えほん入門」
■東海地方最大級の弥生集落遺跡 朝日遺跡を調査せよ !!
一般企画展示「あ、図書館で読んだ本だ！」/ 児童企画展示「えほんのたからばこ」

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！

最新情報をリアルタイムで更新

Twitter

@kiyosu_library
清須市立図書館 HP

http://www.
librarykiyosu.jp/

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！

公式 SNS

やってます

Facebook

https://ja-jp.facebook.
com/kiyosu.library/
イベント情報・企画展示の案
内などを中心に発信！

※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。

あいち朝日遺跡ミュージアム
2020 年

11月22日(日)

新規 OPEN

あいち朝日遺跡ミュージアム（新館）

清須市立図書館は、あいち朝日遺跡
ミュージアムを応援しています！
東海地方でも最大級の弥生集落遺跡である「朝日遺跡（清須

市 / 名古屋市西区）」。その発掘調査で出土した資料を収蔵 · 保

管し、調査研究・展示教育普及等の事業を実施する「あいち朝
日遺跡ミュージアム」が、2020 年 11 月に新規オープン！そ

れを記念し、朝日遺跡の魅力を発信するため、図書館は愛知県
教育委員会文化財保護室・名古屋芸術大学・清須市教育委員会
と協力。6〜8 月の 3 ヶ月間、様々なコラボレーションイベン

あいち朝日遺跡ミュージアム全体図

トを開催してきました。

その

1

朝日遺跡を調査せよ!!

9

その

2

出前博物館

その

3 弥生人になってみよう

29（日）

まで受付中！

朝日遺跡についての 8 つのナゾを解
いて、図書館にレポートを提出！優秀
作品を選出・展示します。

朝日遺跡から出土した本物の土器や
石器に触れる事ができました。古代の
道具を使った体験学習もあり。

名古屋芸術大学の学生さんによるワ
ークショップ。古代のものづくりを体
験して、気分は弥生人！

ご参加頂いたみなさん、ありがとうございました！ この夏、地元に存在する古代の遺跡を知り、身近に感じて頂けたで
しょうか…？ 図書館で知って、来年はあいち朝日遺跡ミュージアムで見て、地元の歴史に親しんでください！
次ページで「出前博物館」当日の様子を紹介しています！ぜひご覧下さい！
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完全レポート !!

愛知県教育委員会が平成 13 年度〜28 年度に
掛けて行っていた取組み。朝日遺跡から出土
した土器や石器にふれたり、古代の道具を使

った体験学習を通して、郷土の歴史と文化財
に対する理解を深めてもらうための講座です。
それを 7 月〜8 月の夏休み期間、小学生さん
を対象に復刻開催して頂きました！
愛知県教育委員会文化財保護室の学芸員さん
を先生としてお招きし、様々なお話を聞
いた 3 日間をレポートします !!

朝日遺跡とは
今から約 2,400 年前、現在の愛知県清須市・名古屋市西区にまた

がる場所に存在したのが弥生時代の朝日遺跡。そこでは多くの住居
跡・墓が見つかっており、また、集落をめぐる様々な防御施設は、
この時代が争乱の時代であったことを物語る貴重な資料となってい
ます。遺跡からは土器、石器、骨角器、木製品、金属器など膨大な
量の出土品が見つかっています。美しく飾られた赤い土器、細かな
装飾を施した骨角製の装飾品、特別な祭器である銅鐸などの代表的

な出土品 2,028 点は、東海地方の弥生文化を代表する重要な遺物と
して、国の重要文化財に指定されています。

土器に触れる

朝日遺跡について学芸員の

石器を使う

土器と同じく石器も用途に

火起こし体験

特に好評だったのが、チー

先生のお話を聞いた後、弥生

より形が異なります。石器は

ムに分かれての火起こし体

器に触らせて頂きました。特

として使用しますが、
「石で

ず、昔ながらの方法で火を点

時代に使われていた土器や石
に土器は用途により形状も

様々。「この土器は何に使わ

れていたと思いますか？」と
いう先生の質問に、子ども達
の推測が飛び交います。見学
のお父さん・お母さんも興味
津々に耳を傾けていました。

最後に

今で言う斧や包丁などの刃物
出来た刃物なんて本当に切れ
るの？」という疑問は誰もが

抱くところでしょう。そこで、
実際に石器で野菜や果物を試
し切り。意外に鋭い切れ味に
みんな驚いていました。

験。ライターやマッチを使わ
けます。単純に見えて、これ
がなかなか難しい！天候に恵
まれず、ジメジメした日が多
かった事もあり大苦戦。それ
でも先生やお父さん達の力を
借り、チームで協力して、み
んなが頑張っていましたよ！

他では出来ない貴重な体験、ご参加頂いた小学生さんたちにとって、夏休みの良い

思い出になっていれば幸いです。この出前博物館で朝日遺跡に興味を持ったら、朝日
遺跡のナゾを調べるイベント「朝日遺跡を調査せよ !!

※1」にも挑戦してくださいね！

たくさんのご参加、ありがとうございました！
※1 朝日遺跡を調査せよ !!

http://u0u0.net/DFwE

子育てに関わるすべての方へ
子育てをちょっとラクに、楽しく、
幸せにする絵本の力を知って欲しい
インタビュー

講師
インタビュー

子どもに選ぶ本の講座

家庭文庫どんぐり小屋 主宰
児童図書相談士

久原幸子さん

2019 年度後期

0・1・2 えほん入門

図書館で毎年度開催している大人気講座「子どもに選ぶ本の講座」。今年度後期の募集がい

よいよ始まります。今回は未就園児の保護者の方が対象、ということで、初めて講座に申し
込んでみよう！という方もいるのではないでしょうか。そこで、初めての皆さんにも安心し
てご参加頂けるよう、講師の久原幸子さんにお話を伺いました！

講座内容について
「0・1・2 えほん入門」は子育て・孫育
て中の大人の方に向けた絵本講座、との
ことですが、具体的にどのような内容の
講座なのですか？
全６回の講座で、それぞれ内容は以下の
予定です。
①いないいないばあといないいないばあ
の絵本
②わらべうたとわらべうた絵本
③音・言葉遊びと絵本
④自然と子どもと絵本
⑤子どもの生活と絵本
⑥昔話と昔話絵本

なぜ 0・1・2 絵本の講座を？
久原さんは、どのような思いで今回の講
座を企画されたのですか？
年度の後期にこういった講座ができた
らいいな、という構想は以前からありま
した。図書館のスタッフさんとも、前々
からそういう話はしていたんです。清須
市立図書館の利用者は、お隣に公園もあ
り、ピクニックを兼ねて図書館に寄った
りする子育て世代の方々が多いのではな
いですか？以前、赤ちゃん絵本の講座を
行ったことがあるのですが、その時も、
お子さんを連れたお母さんがたくさん来
てくださいました。子育て世代の方々の
絵本を含む子どもの本に対する関心は高
いと感じました。
まさしく子育て世代は利用者さんの多く
を占めています。小さな頃から絵本に親

しんでもらえるといいですよね。
赤ちゃんの頃から絵本を読んでいくこ
とで、親子のコミュニケーションを豊か
にし、それぞれの家庭に物語が生まれる
といいなと思っています。そうしたら幸
せですよね。でも、赤ちゃんがじっと絵
本を見てくれないのも当たり前。今の若
い方々はとても真面目で、「絵本を読ま

なきゃ !!」って力が入りすぎているのを
感じるんです。もっとゆったりと、赤ちゃ
んや子どもの成長に添った、絵本のある
生活について一緒に考えていきたいと
思っています。
子ども達にとっても、図書館が大切な場
所になってもらえると嬉しいです。
永く読み継がれて来た子どもの本っ
て、大人が読んでも楽しかったり、元気
をもらったり、考えさせられたりする。
そんな本を子どもと一緒に読む時間は、
大人にとっても掛け替えのないものだと
思うんです。なかなか忙しいとは思いま
すが、せめて 9 才くらいまで読んであ
げてほしい。
大好きな大人に読み語ってもらって成
長した子ども達は、よい読書環境を作っ
ていくと思います。そんな子育ての土台
作りのようなものを、清須市立図書館で
支援していこうという試みです。

第 1 回の内容について詳しく！
ちなみに、第 1 回目がどのような内容
なのか、もう少し詳しくお聞かせいただ
けませんでしょうか……？

第 1 回では、先ほども申し上げた通
り「いないいないばあ」について取り上
げます。「いないいないばあ」は、大人
にとっては何が楽しいのかわからないか
もしれません。でも実は子どもにとって
大切なことなんです。
私も先日知ったのですが、子どもに

とっての「いないいないばあ」は、
「失っ
た悲しみと出会った喜び」を表すのだそ
うです。幼い子どもは、お母さんが「い

ないいない」をしている間、本当にお母
さんがいなくなったと思う。だからこそ、
「ばあ！」で再びお母さんに会えると嬉
しい。これは子どもの脳の活性化にも繋
がるすごく大事な遊びなんだそうです。
外国にも言い回しは違うものの、それぞ
れの国の「いないいないばあ」がありま
す。このことを見ても、「いないいない
ばあ」は人間が根源的にやってきた遊び
なんだと分かります。
松谷みよ子さんの「いないいないばあ」
など、絵本でもそれを扱ったものはあり
ますが、では「いないいないばあ」を日
常的に行っている親子に絵本は……
必要ないのか、というと、もちろんそ
んなことはありません。子どもは「追体
験」といって、絵本を通して自身の体験
を客観的に見ることができます。「いな
いいないばあ」の経験がある子が絵本を
読めば、それが追体験となり、「いない
いないばあ」をやったときの喜びと絵本
を楽しむ喜びの相乗効果が得られるんで
す。
次ページへつづく

……と、まあこういったことを講座で

はお話していきますので、それを受講者
の方々と分かち合えればと思っていま
す。質疑応答の時間もしっかり取ってい
く予定です。

ひとつだと思います。大好きな両親や祖

であげたい」と思っている。世代を越え

せそのものです。物語を共有することで、
家族のなかで共通の物語が育っていく。

ういうものなんじゃないでしょうか。

最後に、講座を受講しようと思っている
方へ、一言コメントを頂きたいです。

「日々の生活の中に絵本がある」と、

子育てがちょっとラクになると思いま

す。自分が子育てをしていたとき、子ど
もに絵本をたくさん読んでいたおかげで
子育てが楽しかったし、ラクになった。
そして何より幸せでした。そのことを、
子育てを頑張っている全ての方に伝えた
いんです。

子育てを幸せにする「絵本の力」ってな
んでしょう。

幼少期に人の声で本を読んでもらうこ
とは、子どもにとって心を育てる機会の

2019 年度後期

子どもに選ぶ本の講座

持ち物

筆記用具

定員

でもらった事を、今でも覚えています。

ありがとうございました。講座に参加す

る方たちにも、絵本と子育てを通じた「幸
せ」が、伝わっていくと良いですね。

ね。その時に、「自分が好きな絵本を一

冊持ってきて、紹介してみてください」
という課題を出したんです。すると、父
母に読み聞かせてもらって嬉しかった、

0・1・2 えほん入門

という理由で絵本を選んだ人がいまし
た。彼らは自分が読んでもらって嬉し

参加申込は 9 月 6 日（金）から！
詳しくは下記の募集要項をチェック！

かった本を、今度は子どもたちに「読ん

ら緊急指令！

清須市立図書館か

東海地方最大級の弥生集落遺跡

全6回

対象

未就園児の保護者（子ども同伴可）

ちょう

「おつきさまこんばんは」
林 明子 // 作（E/ オツ /14）

暗い夜空を見上げると、明るくてまんまるなおつきさ

親子参加 OK
チーム参加 OK
ひとり参加 OK

さ

遺跡のナゾをとき、図書館に報告しよう！

小学生向け

朝日遺跡について調べたレポートを募集。レポートは
図書館で展示します。優秀作品にはプレゼントもあり！

【募集期間】 9 月 29 日（日）まで
【展示期間】10 月 8 日（火）〜10 月 30 日（水）
【受賞発表】受賞者には葉書にて連絡、また、WEB にて発表
※受賞作品は、清須市立図書館、愛知県教育委員会文化財
保護室、清須市教育委員会の 3 者で選出

【応募方法】募集要項（館内配布）に従いレポートを作成し、
上記【募集期間】内に申込用紙（館内配布）と一緒
に図書館 1 階カウンターに提出してください。
協賛／愛知県教育委員会文化財保護室

２階一般企画

１階児童企画

図書館おすすめの絵本や、季節の本を集めました。
一生の宝物になるような、本との出会いがあるかも！

せき
ひ

9 月 6 日（金）から、1 階カウンター・
電話にて受付。※定員に達し次第終了

えほんのたからばこ

い

あさ

12 組

家庭文庫どんぐり小屋 久原幸子氏

今月の
おすすめ

ちしています。宜しくお願いします。

この取材の二日ほど前、幼稚園の先生
（一年目）に向けた講座を行ったんです

講師

申込

この講座では、絵本と子育てを絡ませ

ながら、参加者の皆さんと話をしたいな
と思っています。皆さんのご参加をお待

なるほど、自分も子どもの頃絵本を読ん

午前 10 時 30 分〜午前 11 時 30 分
1 階おはなしの部屋

ね？

族の思い出絵本を語る大会」なんて、やっ
てみたいですね。

1
2
3
10（金） 14（金） 13（金）

ところ

同士絵本について考えたりするんですよ

います。いつか清須市立図書館で、「家

子育て、孫育て中の大人のための講座です。子どもの
絵本について、ちょっとみんなで考えてみませんか？

10
11
12
11（金）
8（金）
13（金）

実りのあるお話でした。講座では約 1
時間、久原さんのお話を聞いたり参加者

は、きっと子ども達の、そして大人達の
心の支え、心の礎になっていくと思って

0・1・2 えほん入門

（アドバイザー）

短時間のインタビューでしたが、とても

子どもの本を一緒に読むという行為

さいごに

とき

て伝わっていく、歴史になっていく、そ

父母の声でお話を聴くという体験は、幸

あ、図書館で読んだ本だ！
受験に頻出する小説、新書、よく出る作家の本を集め
ました。読書感想文の題材でお悩みの方にもおすすめ！

今月の
おすすめ

「つぼみ」

宮下 奈都 //著（913/ ミヤ /17）

近年の入試頻出作家である宮下 奈都さんの短編集。初

ま。おつきさまの豊かな表情は読み手を大いに惹き付け

期作「スコーレ No.4」のスピンオフを含んだ全 6 作品が

一息。おやすみ前の 1 冊にもピッタリです。裏表紙では、

ばいいのか、迷いながらも進んでいく主人公たちに、こ

ます。心地の良いリズムと穏やかなストーリーにほっと
おちゃめなおつきさまも見られますよ。

収録されています。自分がどうありたいのか、どうあれ

ちらの心もほぐれていきます。いま何かに迷っている人は、
一度この本を開いてみてください。

9 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。

日

時

場

図書館スタッフによるおはなし会も毎月開催中！

としょかんクラブ エルマーの会

図書館スタッフによるおはなし会
乳幼児向け（0〜2 歳）

第 1・3 日曜日 午前 11 時〜20 分程度

幼児向け（3〜5 歳） 第

所

小学生向け（会員制）

2 日曜日 午後 3 時〜20 分程度

内

容

第 3 土曜日 午後 3 時から 30 分程度

※入会はいつでも可能（無料）

主催団体

対

象

4 日（水）

午前 11 時〜
11 時 30 分

1 階おはなしの部屋

おはなし会

おはなしぱぴぷぺぽ

乳幼児

7 日（土）

午前 11 時〜
11 時 30 分

1 階おはなしの部屋

おはなし会

びわっ子

幼児・児童

1 階おはなしの部屋

英会話クラブ

清須市立図書館

8 日（日）

11 時 30 分〜正午
12 時 30 分〜13 時

児童
英会話に慣れた方

12 日（木）

午前 11 時〜
11 時 30 分

1 階おはなしの部屋

わらべうたを楽しむ会

家庭文庫どんぐり小屋

乳幼児

14 日
（土）

午前 11 時〜
11 時 30 分

1 階おはなしの部屋

耳からの読書

家庭文庫どんぐり小屋

幼児・児童

20 日
（金）

午前 11 時〜
11 時 30 分

1 階おはなしの部屋

おはなし会

おはなしぱぴぷぺぽ

乳幼児

21 日
（土）

午前 11 時〜
11 時 30 分

1 階おはなしの部屋

英語絵本の読み聞かせ

ハローキッズ

幼児・
小学校低学年

26 日
（木）

午前 11 時〜
11 時 30 分

1 階おはなしの部屋

わらべうたを楽しむ会

家庭文庫どんぐり小屋

乳幼児

28 日
（土）

午前 11 時〜
11 時 30 分

1 階おはなしの部屋

おはなし会

びっくりばこ

乳幼児
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アクセス

利用案内
開館時間
休館日

名神自動車道
岐阜羽島 IC

分地北

春日新橋

中之郷南

190

春日小学校

清須市立
図書館

16

学校橋

22

号一宮線

西牧前
JR

名古屋高速

五条川

春日中学校

四番割

下之郷

春日橋

302
名古屋西 IC

清洲駅
名鉄新

※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。

小牧 IC

JR

・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/

一宮 IC

岐阜

清洲駅

発行元

・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 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
・特別整理期間（年１回）

稲沢駅

アクセス

午前 10 時〜午後 7 時

清洲城

名古屋第二環状自動車道
名古屋

清洲東 IC

名古屋 IC

