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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

図書館の
お仕事
チラ見せ
します

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」

はじめてのまんが教室
クリスマスおたのしみ会

相互貸借ってなに？相互貸借ってなに？
図書館の ウ ラ 側
図書館のバックヤードを少しだけお見せする新コーナー

はじめてのまんが教室に参加して、
東海地方の弥生集落遺跡
マスコットキャラクター

朝日遺跡の

「アカ」と「クロ」を
描こう！

朝日遺跡キャラクター
「クロ」

朝日遺跡キャラクター
「クロ」

朝日遺跡キャラクター
「アカ」

朝日遺跡キャラクター
「アカ」



図書館のバックヤードを少しだけご紹介

相互貸借第1回

相互貸借サービスとは

清須市立図書館での、相互貸借サービスの流れ

水
曜日

相互貸借サービスを利用するには

の巻
図
書
館
の

ウ ラ 側

　図書館利用者のみなさまは普段見る事のない、図書館スタッ
フのバックヤードでのお仕事を紹介するコーナーです。
　今回のテーマは「相互貸借」。図書館に所蔵のない資料の購入
希望をする「リクエスト」というシステムを利用された事のな
い方は、聞き慣れない言葉かもしれません。（リクエストは清須
市に在住・在勤・在学の方のみ利用可能です）
　みなさまに図書館のお仕事についてもっと知って頂けるよう、
今回は当館の相互貸借担当スタッフが、じっくり解説いたしま
す！

①1週間の間に利用者のみなさまから提出されたリクエストのうち、相互貸借に
　回すものを選別。（古くて入手困難な資料、当館の購入基準に満たない資料など）
②図書館システムに、相互貸借資料のデータを全て登録。
③リクエストされた資料を所蔵している図書館を、1冊 1冊調べます。
④WEB又は FAXから、他図書館へ資料の貸出を依頼します。
　（FAXの場合は貸出を依頼する図書館宛の依頼書を作成）

①先週他の図書館に依頼していた資料が、愛知県図書館経由で届きます。
②届いた資料を貸出できる状態に準備します。
　・図書館システムへの登録作業（他図書館の資料に清須市立図書館のバーコードを割り当てる）
　・袋詰め　・リクエストした利用者へ資料の割り当て

▲こんな箱に入れて本をやりとりします。本は愛
　知県図書館で仕分けされ、各図書館へと送られ
　ます。

▲貸出し用の袋に資料を詰めていきます。この袋に
　付いているバーコードで、他図書館の資料を管理
　しています。

▲システムに本のデータを入力する様子。 ▲貸出して欲しい資料の情報などが記載された依
　頼書を借受館毎に作成。

　図書館が利用者の求める資料を自館に所蔵してお
らず、かつ、購入で対応できないときに、資料を他
の図書館から借り受けて利用者に提供することです。
（出典：愛知県図書館 図書館協力ハンドブック）

　カウンターでリクエスト申込書を記入、提出する。
清須市内に在住・在学・在勤している方のみ。受付
点数は 10点以内。雑誌・視聴覚資料・漫画は原則
利用不可。

火
曜日

愛知県立図書館を通して、週に 1回、
郵送で資料をやりとりをしています。



木金
曜日

相互貸借サービスを利用する際のお願い

①その週に返却された資料を、もとの図書館に返却できる状態にする。
　（資料の状態確認、図書館システムからデータの削除、送り状作成、袋詰め）
②清須市立図書館から他の図書館に貸出す資料の処理。
　（貸出処理、送り状作成、袋詰め）

未返却資料を確認し、返却日を過ぎても返却されていない資料を把握します。

①前日に確認した未返却利用者からまだ返却がない場合、利用者に電話などで督促
　連絡をし、返却予定日を確認します。
②相互貸借で借り受けた資料は、借受館の規則に基づき返却期限が設定されていま
　す。資料を貸してくださった図書館に失礼のないよう、何らかの事情で返却が遅
　れる場合は借受館に報告をします。

その他、ご不明な点
は図書館スタッフに
お尋ねください。

土
曜日

日
曜日

100%のご用意では
ありません

延長はできません！

返却ポスト・サービス
ポイントでの返却不可

　リクエストした資料は、
必ずしもご用意できると
は限りません。他図書館
にも所蔵が無い場合、お
断りさせて頂く事もござ
います。

　他図書館の資料は、借
り受けた清須市立図書館
が責任を持って取り扱い
ます。そのため、各サー
ビスポイントでは貸出・
返却できません。破損の
恐れがある返却ポストへ
の投函もご遠慮ください。

　延長はできません。相
互貸借資料は、他図書館
の所有物です。長期間独
占することはご遠慮くだ
さい。マナーを守って、
必ず期限内に返却してく
ださい。

いよう、キャンセルは基
本ご遠慮ください。やむ
を得ない場合は、お早め
にご連絡をお願いします。

ご用意の順番は
指定できません！

返却は専用袋に
入れた状態で

　必ず貸出の際に入れら
れている専用袋に入れて
ご返却ください。専用袋
に付いているバーコード
で資料を管理しているた
め、資料のみの返却は賜
る事ができません。

　リクエストを複数出さ
れた場合、ご用意の順番
は借受館の都合によりま
す。指定は出来ませんの
で、ご自身で調整をお願
いします。

他図書館の本も大切に

キャンセルについて

　相互貸借資料は、他図
書館のご厚意で貸して頂
いているものです。取扱
いには十分ご注意くださ
い。万が一、汚破損や水
濡れ、紛失があった場合
は、借受館の指示にて、
弁償していただく場合が
あります。

　相互貸借とは、図書館同士がお互いの館のルールを守り、尊重し
合うことで実現しているシステムです。今後も多くの図書館にご協
力頂けるよう、ルールを守って利用してください。

　相互貸借資料は、他図
書館にご協力をお願いし、
準備して頂いています。
借受館にご迷惑を掛けな



22
12

（日）
午後 2時～2H程度
（休憩あり）

清須市出身の漫画家 棚園正一先生と
まんがを描こう！大人も子供も歓迎！

は
じ
め
て
の

ま
ん
が
教
室
教

は

こんな漫画が
君にも描ける!!こんな漫画が
君にも描ける!!

【ところ】2階研修室　　【定員】30名（先着順）
【持ち物】なし（道具は全て用意します）

【申　込】12月 5日（木）午後 1時から、 電話
　　　　 又は 1階カウンターにて受付。

参加
無料※使い慣れた道具がある方はお持ち下さい。

棚園正一 先生
　1982年愛知県生まれ。名古屋芸術大在学中
に集英社主催の「少年ジャンプ手塚賞」を受賞。
2015年に出版された不登校経験を描いた作品
「学校へ行けない僕と 9人の先生」（双葉社）
はフランス語にも翻訳された。小学館「ビッ
グコミックスペリオール」で「マジスター～
見崎先生の病院訪問授業～」を不定期連載中。

講師

まんが教室に参加して、
東海地方の弥生集落遺跡

マスコットキャラクター
朝日遺跡の

まんが教室に参加して、
東海地方の弥生集落遺跡

マスコットキャラクター
朝日遺跡の

朝日遺跡
キャラクター
「クロ」

朝日遺跡
キャラクター
「クロ」

朝日遺跡
キャラクター
「アカ」

朝日遺跡
キャラクター
「アカ」

「アカ」と「クロ」を
描こう！

棚園先生は、今
新聞・ニュースサイト
でも取り上げられて
いる話題の漫画家。
　このチャンスを
　お見逃しなく！



クリスマス
おたのしみ会

絵本のものがたりや
ペーパーパペット作りを楽しみましょう

森下 典子 //著（791.0/ モ /18）
「好日日記 季節のように生きる」

キャサリン・ランデル// 文　エミリー・サットン// 絵 
越智 典子// 訳　（93/ラン/19）

「テオのふしぎなクリスマス」

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

　クリスマスイブの夜。ひとりぼっちの男の子、テオが窓の
外を眺めていると、流れ星がみえました。おとうさんがいつ
もいっていたのです。ねがいごとをするときは、心臓のあり
ったけでねがわなくちゃいけないって……。
　テオとクリスマスの飾りたちの、一夜の冒険の始まりです。

　茶道の稽古を通して、日々感じることなどを綴った記録。
四季のうつろいが窺える美しい文章はもちろん、可愛くて
美味しそうな挿絵も魅力的で、お茶の稽古に行きたくなり
ます。『日日是好日』の続編ですが、単体でも読めるので
おすすめです。

えほんのたからばこ ２
階
一
般
企
画

１
階
児
童
企
画

午前 11時～正午とき
12月 22日（日）

12月6日（金）午後1時から 1階カウンター・電話にて受付

先着 20名

まんが教室ではどんなことをするの？

まずは下書き。鉛筆で失敗
を怖れず描いてみよう！

　漫画原稿を 1枚仕上げるまでの流れを体験できます。下書き・アタリが印刷された原稿用
紙もご用意するので、絵を描くのが苦手な方・漫画を描くのが初めての方でも安心です。

下書きをペンでなぞり、清
書していきます。

ベタや集中線を入れると一
気に漫画らしくなります。

スクリーントーンを貼って
仕上げよう！

下書き ペン入れ ベタ スクリーントーン

12月 5日（木）午後1時から、参加受付開始！お待ちしています！



7 日（土）

14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20日（金）

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

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

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12日（木） 家庭文庫どんぐり小屋

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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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

8 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。

12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！

26 日（木） 午前11時～
　　 11 時 30分 1階おはなしの部屋 乳幼児家庭文庫どんぐり小屋わらべうたを楽しむ会

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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4 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
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　令和元年 12 月 29 日（日）～令和 2年 1月 3日（金）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


