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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

コロナ禍における
絵本の力

今こそ、親子で……

絵本コミュニケーションを♪

家庭文庫どんぐり小屋　久原幸子さんインタビュー



私が主宰する家庭文庫どんぐり小屋は、文庫活動以外にも、
子育て支援、学校支援、読書支援を柱に、子育て支援センター
や児童館、小学校、図書館にて、わらべうたやストーリーテ
リングによるおはなし会、子どもの本の講座などを行ってい
ます。
今年の２月末に一斉休校が決まり、それによりおはなし会等
の企画が全て中止となりました。何もかもがあまりに突然の
こと。ぽっかりと空いた時間、体を動かして家事 ( 主に断捨離 )
をすることで気持ちを紛らわせていたように思います。
でも少し時間が過ぎると、今まで読めなかった本を読んだり
勉強したり、と落ち着いてきました。ただ、図書館がお休み
になって本を借りられなくなったのは困りました。

４月後半、学校だけでなく、仕事も休みになり、会社勤めの
家族達が在宅するようになると、食事作りに追われました。

もともと、家にいるのが大好きなので、ステイホームは気に
なりませんでしたが、ひとりボーっとしている時間がないの
は辛かったかな。家族に言わせればボーっとしてたよと言う
でしょうが。

今年１月４日より、毎日ブログを書いています。コロナ禍で
も毎日書こうと日々新しいネタ⁉を探していたのは張り合い
があり、良かったと思います。

コロナ禍で、以前のように外出などが行えない状況の中、
ご自宅でお子さんと過ごす時間が増えた方も多いのでは
ないでしょうか？

今回は、当館でおはなし会ボランティアや講師をしてく
ださっている久原さんに、絵本の読み聞かせについての
アドバイスや絵本との関わり方を伺いました！

そんな今だからこそ、絵本を通じて親子のコミュニケーショ
ンを深めるチャンスだと思います。
絵本を読み聞かせする際のアドバイスや絵本との関わり方
など、久原さんにぜひ教えていただきたいです！

コロナ禍における生活の変化

コロナ禍における生活の変化、またそれに伴う所感など、久
原さんご自身の体験について教えてください。

コロナ禍で外出規制が謳われ、イベントなども通常通りにで
きない状況で、おうち時間が増えたご家族もたくさんいらっ
しゃいますよね。

おうち時間にぜひ絵本を！

子育て支援センターなどの屋内施設のお休みや入場規制があ
る、公園で遊ばせると周りの目が気になる、と幼い子がいる
ご家庭は大変な思いをされていると思います。
親も子も、月齢の近い親子さんと出会うことって、とーって
も大切なんだな～と改めてコロナ禍で気づかされました。　

幼い子とのおうち時間、なかなか何をしていいかわからない。
そんな時には絵本からヒントをもらいましょう！！

例えば、『あかちゃんとわらべうたであそびましょ !』（さい
とうしのぶ作　のら書店）を参考にわらべうたで子どもと
触れ合ってみましょう。『子供の「脳」は肌にある』（山口
創著　光文社新書）に詳しく書かれていますが、子どもの
肌刺激は成長の上でとても大切です。大好きなお父さんお
母さん（もちろんおじいちゃん・おばあちゃんも）が唄っ
てくれて肌を触れ合って遊んでくれたら、とっても嬉しい
時間です。

『おおきなかぶ』（Ａ・トルストイ再話 内田 莉莎子訳　佐藤
忠良絵　福音館書店）や『三びきのやぎのがらがらどん』

（マーシャ・ブラウン絵  瀬田 貞二訳　福音館書店）、『おお
かみと七ひきのこやぎ』（グリム作  フェリクス・ホフマン
絵　瀬田 貞二訳　福音館書店）などの昔話を、子どもたち
は大好きです。

少し大きい子なら、『かばさん』（やべみつのり作　こぐま社）
はいかがでしょう。読んだあと、絵本のように「かばごっこ」
をしてもよし、動物園に出かけてもよし、想像を膨らませて

「かば」ではない動物ごっこを考えてもいいですね。
またもう少し大きい子には『しろくまちゃんのホットケーキ』

（わかやまけん作　こぐま社）もいいですね。読んだあとは、
親子でホットケーキを作ってみてください。嬉しくおいしい
絵本として記憶に残っていくことでしょう。

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

▲『おおきなかぶ』

▲『おおかみと七ひきの
こやぎ』

◀『三びきのやぎのが
らがらどん』

コロナ禍における
絵本の力
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ワクワク、ドキドキするぼうけんの本を集めました。
ものがたりの中で思いっきりぼうけんしてみよう！
お気に入りの１冊は見つかるかな？

フィッツジェラルド//著　　都甲 幸治 //訳　　（ 933/ フ）
『ベンジャミン・バトン　数奇な人生』『ペチューニアのクリスマス』

旅するように出会う世界の文学

今月の
おすすめ

今月の
おすすめ

ブラッド・ピット主演で映画化された原作小説。
老人の姿で生まれ、次第に若返っていくベンジャミン。美
しい女性と出会い、幸せな時を迎えます。
しかし、いつしか妻より若くなり、息子よりも若くなり、
やがては…。
若返り続ける男の、哀しくも美しい物語です。
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ひらけ！ぼうけんのとびら

ワクワク、ドキドキするぼうけんの本を集めました。
ものがたりの中で思いっきりぼうけんしてみよう！
お気に入りの１冊は見つかるかな？

ガチョウのペチューニアはお散歩中にハンサムなガチョウ
に出会い、一目ぼれ。けれど、彼はクリスマスのごちそう
になるために近くの農場で飼われていたのです‼
ペチューニアは彼を助けようと決心します。さて、どうやっ
て？いつも前向きなペチューニアが大活躍するクリスマス
のおはなしです。

ロジャー・デュボワザン// さく・え

世界の文学に触れることで、日本にいながら、その国
に流れる時間、まとう空気が感じられ、異文化を味わう
ことができるのではないでしょうか。
この機会に、世界の文学と出会ってみませんか？

（ E/ ペチ /12 ）

★★きせつの本コーナーは、クリスマス特集です。★★

読んだあと生活の中で、子どもたちが絵本のなかの言葉を
使うくらい、まるごとものがたりを楽しむのが特徴です。

「うんとこしょどっこいしょ」「かたことかたこと」「あけ
ておくれ。おかあさんだよ。」といった感じで。

絵本を読んでものがたりを一緒に楽しむ子どもは、ものが
たりのなかの主人公に感情移入して、ものがたりを体得し
ます。そうやって子どものなかにいろんなものがたりを蓄
えていくことは、その後の人生を生きやすく豊かにして
いってくれることでしょう。

一緒に読んでいる大人も、子どもが楽しんで聞いてくれる
と嬉しいですよね。それに自分の子ども時代を思い出した
りします。「ものがたり」は絵本だけでなく、一緒に生き
ている大人自身の話も、子どもにとってとても興味深く愛
情を感じる「ものがたり」になります。そうやって、家族
の「ものがたり」が生まれてくる。

絵本を読むことは、そういうことを引き出すきっかけにな
ります。
是非、みんなで絵本を楽しんでください。

久原さん、ありがとうございました！
今回ご紹介いただいた本は、図書館で借りられます。

ぜひ、お手に取ってみてくださいね！

清須市歴史資料展示室企画展「アナログの世界～懐かしいモノあれこれ～」連動企画

昭和世代には懐かしく、平成世代には新鮮な

と　き：令和３年１月30日（土）午後2時～3時30分
ところ：2階研修室　　参加費：無料　　定員：15名（先着順）
申　込：1月5日（火）午後1時より　電話または図書館受付にてお申込みください。
講　師：前田　雅彦氏　武馬　範夫氏

アナログモノがたり
主役は「昭和の最先端機器」、デジタル前夜のお話です。

人間味あふれる機械たちの声に親子で耳を傾けてみませんか？

※感染状況によっては、急な中止や内容が変更になる場合がございます。
　清須市立図書館のＨＰをご覧いただくか、図書館までお問い合わせください。

市歴史文化振興　会計年度任用職員



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。
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清須市立
図書館

名神自動車道

…休館日

※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
【申し込み】　

電話（���-���-����）、または図書館カウンターでの事前申込制です。
それぞれ開催日の前日までにお申し込みください。
キャンセルをされる際は必ずご連絡をくださいますようお願いいたします。
当日、空きがある場合はカウンターでの申込ができます。
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年末年始休館日のお知らせ

令和 � 年 �� 月 �� 日 ( 月 ) ～ 令和 � 年１月４日 ( 月 ) 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。

おはなし会
（ゆめのこタイム）

➀午前 ��時～
➁午前 ��時 �� 分～
➂午前 ��時 �� 分～
➃午前 ��時 �� 分～

図書館スタッフ� 階おはなしの部屋 乳児６日 (日 )

主催団体 対　象日　時 場　所 内　容

�� 日（木）
➀午前 ��時～ �� 時 �� 分 � 階おはなしの部屋 幼児・児童おはなし会 びわっこ➁午前 ��時 �� 分～
　　　　　　��時 �� 分

�� 日（日） � 階おはなしの部屋 図書館スタッフおはなし会
（もりのこタイム）

幼児

➀午後 �時～
➁午後 �時 �� 分～
➂午後 �時 �� 分～
➃午後 �時 �� 分～

�� 日（木） � 階おはなしの部屋 わらべうたを楽しむ会 乳幼児
➀午前 ��時～ �� 時 �� 分
➁午前 ��時 �� 分～
　　　　　　��時 �� 分

家庭文庫どんぐり小屋

�� 日（土） � 階おはなしの部屋 びっくりばこおはなし会➀午前 ��時～
➁午前 ��時 �� 分～

幼児・児童

�� 日（金） � 階おはなしの部屋 おはなし会 ぱぴぷぺぽ 乳幼児➀午前 ��時～
➁午前 ��時 �� 分～

おやすみ

おやすみ

おやすみ

おやすみ

おやすみ


