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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/

清須市立図書館HP

★オランダ絵本と音楽のひととき
★バリアフリー上映会
★HALLOWEENおはなし会＆仮装行列
★事例から学ぶ 相続 成功させるコツ
★女性のための マネー&ライフプランセミナー
一般企画展示「おいしい本みつけた！」/児童企画展示「えほんのたからばこ」

注目の
イベント
続々開催！

本を傷める利用方法 チェック !!弁償
リスク



万が一、資料を汚したり、破いたり、水に濡らしてしまった場合、まずは図書館にご相談ください。本の壊れや破れ
は専用の道具で修理を行いますので、ご自身で修復せず、そのままの状態でお持ちいただきますようお願いします。
※ご家庭にあるセロテープ等での修理はご遠慮ください。紙を劣化させる要因となります。
※水濡れの程度、また、液体の内容物によっては弁償のお願いをさせて頂く場合があります。
なお、貸出時から汚破損が確認できた場合は、返却時にお知らせください。

修復不可能、または次の利用者への貸出が困難と判断した資料等において、弁償をお願いする場合があります事をお含みおきください。

こんな時は
ご相談ください

　図書館の資料はたくさんの方に利用していただく大切なものです。軽微な破損であれば、修理してまた利用していただけるようにできる
のですが、重度の汚破損では、廃棄せざるを得ない場合もあります。皆様に永く使っていただくためには、ひとりひとりの注意が必要です。
ご理解とご協力のほどお願い致します。

本への
書き込み

本の上で
書き物をする

水気のある
ところに本を
持ち込む

一度折られた紙は、二度と元
には戻りません。気になる
箇所の目印には、しおり

をご活用ください。

図書館の本は公共の資料なの
で、当然書き込みはＮＧ！…な

のですが、悲しい事にこちらもよく
見かけます。（文章に線を引く、余白
にメモ書きをする、自分が読んだ本
にチェックを入れる、お子さんに

よる落書きなど）たとえ鉛筆
でも書き込みは絶対
にやめてください。

本は調べものをする上での強い
味方です。本を傍らに勉強したりす
ることもあると思います。その際に、
本の上で書き物をするのはやめて

ください。筆圧で跡がついて
しまいます。

紙はとにかく水分に弱く、水濡れした本は、
元通りに復元することは不可能です。雨の
なか袋にいれず持ち運んだり、入浴しな
がら本を読んだり、水場の近くに本を

置いたりしないでください。

小さな子どもや
ペットが触れる
ところに本を置く

小さなお子さんや飼っているペットに
よる噛みつきや破れというのは、少
なくないケースです。資料をご自
宅で保管する際には、小さいお子

さんやペットの手の届かない
場所に置いていただく
ようお願いします。

本を読み
ながら飲食
をする

本のそばで飲食をするのは避けてく
ださい。食べかすや飲みこぼしは、
ページの張り付きや染み、カビ、
害虫の発生などの汚破損を引
き起こす要因となります。

本に
付箋を貼る

ガイドブックなどに貼られて
いるのをよく見かけます。「剥がれ
るから大丈夫」と思われる方もいる

かもしれませんが、実は本にダメージ
が！のりが残ってしまったり、付箋と

一緒に紙まで剥がれてしまう事も
あります。気になる箇所の
目印には、是非ともしおり

をご活用ください。

弁償リスク弁償リスク

弁償リスク弁償リスク

弁償リスク弁償リスク

弁償リスク弁償リスク

弁償リスク弁償リスク
弁償リスク弁償リスク

弁償リスク弁償リスク

飲み物と一緒に本をカバンに入れる
のは要注意！ 水滴のついたペットボ
トルが原因でページがふやけてしま
ったり、水筒のフタがきちんと閉ま
っていなくて中身が全部びしょ濡れ、
などという悲しい事故が起きかねま
せん。

ページの端を折るページの端を折る

本を傷める利用方法 チェック !!弁償
リスク

　図書館の本は、多くの方に永くご利用いただかなくてはならないものです。皆さんに
気持ち良く使っていただくためにも、今一度、利用の仕方をチェックしてみませんか？
普段何気なくやっていることが、実は本を傷めているかも！
※修復が困難な例（弁償を依頼する可能性が高い）ほど、弁償リスクを高く設定していますその行為

です！



清須市立図書館 1 階交流テラス

絵本『ようこそロイドホテルへ』の魅力を、トー
クで、音楽で、朗読で…存分に味わいましょう！

ところ

参加費
無料

申込
不要

※清須市の市有施設である清須市立図書館は、指定管理者 TRC
　名古屋三越グループ共同事業体が管理・運営を行っています。

清須市立図書館　〒452-0961 愛知県清須市春日夢の森１
【TEL】052-400-1044【HP】http://www.library-kiyosu.jp/お問い合わせ先

作家・翻訳家 鍵盤楽器奏者

野坂 悦子氏
トーク&朗読

佐伯 恵美氏
ピアノ演奏

　約 100年前、移民のため宿泊施設としてアムステルダムにできたロイドホ
テルは、20世紀の歴史の中で、ユダヤ人の施設・刑務所・少年院・アーティ
ストのアトリエとして使われてきました。『ようこそロイドホテルへ』は、暗
い過去から明るい未来を創ろうとするこのホテルの存在意義を、日本の子ど
もたちと共に考えようと作られた絵本です。
　このたび作者の野坂悦子氏と鍵盤楽器奏者の佐伯恵美氏を図書館にお迎え
し、トークと演奏、朗読、そして映像で、『ようこそロイドホテルへ』とオラ
ンダ文化の魅力を新たに表現します。

絵 本

音 楽

オランダ

のひととき

と

113（日）
午後 2時～
　 3 時 30分



１「絵本を愛して」野坂悦子さんによるトーク

２「音楽を愛して」佐伯恵美さんによるピアノ演奏

３『ようこそロイドホテルへ』朗読と音楽で楽しむ絵本

絵本『ようこそロイドホテルへ』
野坂 悦子 // 作　牡丹 靖佳 // 画　玉川大学出版部 // 出版

オランダの絵本の魅力や、実在するロイドホテルについて、楽しく
お伝えします。

オランダ音楽をピアノ演奏で紹介します。オランダの音楽の魅力を
たっぷりとお楽しみください。

オランダの調べ、ユダヤ民謡、アルゼンチンタンゴなど、ひとつひとつ
の場面を輝かせる演奏と朗読、そして映像で、絵本の魅力を表現します。

　ハツカネズミのピープは、オランダの港町アムステルダムのロイドホテル
に住みついた。時をこえて生きるネズミとなったピープとその家族は、戦争
に翻弄されるロイドホテルの歴史を見守って……。
　ピープの一家が戦争の時代を経て、仮暮らしから本当の「我が家」を見つ
ける物語です。（TRC MARCより）

プログラム

パネル展も同時開催

11月3日（日）～
　 11月22日（金）

【ところ】清須市立図書館
　　　　  1 階 
※どなたでも期間中無料でご覧
　頂けます。

ピープたちの物語に更に親しん
でもらうためのパネル展示です。

『ようこそロイドホテルへ』

期間

野坂 悦子

佐伯 恵美

　東京に生まれる。早稲田大学第一文学部英文学科卒。1985年より 5年間ヨーロッパ
に住み、帰国後オランダ語を中心に翻訳活動を始める。『おじいちゃん わすれないよ』（金
の星社）で、2003年に第五十回産経児童出版文化賞大賞受賞。これまでに『第八森の
子どもたち』（福音館書店）、『フランダースの犬』（岩波書店）、『ミスターオレンジ』（朔
北社）など百点以上の翻訳を手掛けている。絵本『ようこそロイドホテルへ』（牡丹靖佳絵、
玉川大学出版部）などの創作活動も。また、紙芝居文化の会海外統括委員として、日本
の文化としての紙芝居を世界各地で紹介している。

　オランダ国立エンスヘデ音楽院オルガン科修了。オランダをはじめヨーロッパ各国・
ロシア・アメリカでリサイタルや芸術祭に参加して演奏を行う。日本楽器インターナショ
ナルコンクール最優秀賞。教育機関での音楽レクチャーや国際理解教育を行うと共に、
邦楽器との共演やパイプオルガンを子ども達に紹介する活動を続けている。CD：『モー
ツァルト・ロンドンのスケッチブック』『竹取物語』『オランダ詩画集による作品集』他。
ウェブサイト　https://emi-saeki.com



⸃ 
女性の
ための

飯島奈美 //著 （596/ イ /19）
「シネマ食堂」

キム・フォップス・オーカソン// 作 
エヴァ・エリクソン//絵　菱木 晃子//訳  （E/オジ/05）

「おじいちゃんがおばけになったわけ」

おいしい本みつけた！
　作中に「おいしいフレーズ」が出てくる本を集めま
した！スタッフおすすめの「おいしい本」、ぜひ味わっ
てみてください。再現レシピ本などもアリ。

　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！

今月の
おすすめ

今月の
おすすめ

　『かもめ食堂』をはじめ、数々の映画やドラマの料理を手
掛けるフードスタイリストの著者が、映画好きに贈る再現
レシピ本。食欲をそそる写真と簡潔なレシピ、また自身が
手掛けた料理のミニコラムなども載っています。
　スクリーンの中の料理を実際に作って、映画とともに味
わってみてはいかがですか？

　大好きなおじいちゃんが心臓発作で死んじゃった！お葬式
の夜、エリックの部屋に現れたのはおばけになったおじいち
ゃん。この世に「わすれもの」があるとそうなるんだって。
じいじの「わすれもの」っていったいなんだろう !? 心があっ
たかくなる、エリックとじいじのわすれもの探しの 3 日間が
始まります。

えほんのたからばこ ２
階
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般
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画
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協賛／愛知県教育委員会文化財保護室
【展示期間】10月 8日（火）～10月30日（水）応募作品を

展示中！

【ところ】2階研修室　 【定　員】30名　【持ち物】筆記用具 　【参加費】無料　
【講　師】藤木誠也 氏 【申　込】上記セミナーの申込は、10月 9日（水）

　　　　  より、電話または 1階カウンターにて受付。

【とき】11月 2日（土） 【とき】11月 3日（日）

　昨今、女性の「ライフプラン」や「マネープラン」の必要性が
高まっています。老後2000万円問題など、人生で必要なお
金の解決方法を分かりやすく教えます。

2級ファイナンシャルプランニング技能
士（日本 FP協会会員AFP）、相続診断士

午前 11時～正午午前11時～12時 30分（休憩10分）

事例から
学ぶ

相続診断士がわかりやすく教えます

　相続や事業継承。遺された大事な家族のために、どのよう
に準備をすればよいのかを、本当にあった事例をもとに相続
の専門家がお話しいたします。

バリアフリー映画とは、視覚や聴覚に障がいのある方にも
楽しんでいただけるよう、字幕や音声ガイドをつけた映画です。

　80分しか記憶がもたない天才数学博士と、家政婦とその 10歳の息子。
驚きと歓びに満ちた日々が始まった---。永遠に心に生き続ける、「至高
の愛」の物語。（TRC MARCより）

どなたでも
ご覧いた
だけます。

協力：住友商事

【と　き】10月 14日（月・祝）
【ところ】2階研修室  【参加費】無料　
【申　込】不要（団体での鑑賞希望はあらかじめお知らせください）
※混雑が予想される場合は、入場を制限することがあります。

「博士の愛した数式」

午後 2時から（上演時間 117分）

上映作品

1 時 30分
から入場可
席は先着順
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5 日（土）

12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

19日（土）

18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

11時 30分～正午
12時 30分～13時

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

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

午前11時～
　　 11 時 30分2日（水） 1階おはなしの部屋 おはなし会 乳幼児おはなしぱぴぷぺぽ

1階おはなしの部屋

清須市立図書館

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

午前11時～
　　 11 時 30分 1階おはなしの部屋10日（木） 家庭文庫どんぐり小屋

ハローキッズ

児童

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
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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

13 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。

10月のおはなし会
図書館スタッフによるおはなし会も毎月開催中！

24 日（木） 午前11時～
　　 11 時 30分 1階おはなしの部屋

おはなし会 乳幼児

乳幼児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26日（土） 1階おはなしの部屋 びっくりばこ

図書館スタッフによるおはなし会
第 1・3日曜日 午前 11時～20分程度
第 2日曜日 午後 3時～20分程度

乳幼児向け（0～2歳）

幼児向け（3～5歳）
小学生向け（会員制）

としょかんクラブ エルマーの会
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）

英会話に慣れた方
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