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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

一般企画展示「暮らしを豊かにする」
児童企画展示「えほんのたからばこ」

図書館おみくじ 福袋



ジョージ・S・クレイソン //著
大島 豊 // 訳（159/ ク /19）

「バビロンの大富豪」
ロシア民話　
せたていじ// 訳　わきたかず// 絵 　（E/オタ）

「おだんごぱん」

暮らしを豊かにする
　今よりもっといい暮らしをするにはどうしたら
よいのか？をテーマに、豊かさに関する本を二つ
に分けて展示。あなたが求めるのは物質的な豊か
さ？それとも精神的な豊かさ？

　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

　1926 年に発行された、古代都市バビロンを背景
に人生哲学的寓話をまとめた蓄財哲学の名著。「繁
栄と富と幸福」の原則は不変であり、現代に生きる私
たちも身に着けたい金融リテラシーが養えます。
経営者の愛読書として常に紹介されている本です。

　ある日、おじいさんが、なにかおいしいものが
食べたいとおばあさんに言い、わずかばかりの小
麦粉で「おだんごぱん」を作った。しかし、その
おだんごぱんがころころと外へ逃げ出してしまっ
た……！たくさんの動物に食べられそうになるた
び繰り返される歌が、リズミカルで面白いです！
さぁ、おだんごぱんはどうなるのか……。

えほんのたからばこ
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図書館おみくじ 福袋
　毎年恒例！おすすめの本が
書かれたおみくじをご用意。
読書の幅を広げるきっかけに！

　スタッフおすすめ本が貸出
できる福袋。何が出るかは開
けてからのお楽しみ♪ 

※絵本・児童読みもの・
　一般向けをご用意します。
　（なくなり次第終了）

※大人向け /子ども向け あり
　（なくなり次第終了）

1月 4日（土）～無くなり次第終了

2020年も、地域の皆さんに親し
まれる図書館として頑張ります！

今年も清須市立図書館を宜しくお願い致します！

2020

　おかげ様で新しい年を迎える事が出来まし
た。今年も地域と密着した図書館として、み
なさまに親んで頂ける存在になれるよう努力
して参ります。宜しくお願い致します！
　新年の図書館では、本の貸出をすると引く
ことができる「図書館おみくじ」、また、スタ
ッフおすすめの本が入った「福袋」の企画を
開催中。さあ、今年はどんな本との出会いが
あるでしょうか。新年の運試しに、ぜひどう
ぞ！ ※なくなり次第終了



プログラミングロボット「こくり」

小学校4年生～6年生

【ところ】2階研修室　　【定員】各 5名（保護者は定員に含みません）
【持ち物】なし（道具は全てご用意します）、水筒の持込み可
【申　込】1月 17日（金）午後 1時から、電話または 1階カウンターにて受付

　お腹にタブレットをはめ込んだロボット「こくり」をプログラミングして動
かしてみよう！図書館スタッフが教えるプログラミングのワークショップです。

認定証が
もらえる
よ !!

自分でプログラミングをしてロボットを
動かすワークショップを開催します！
　2020年度、小学校でのプログラミング教育が必修化されます。「プ
ログラミング」と聞くと難しそうなイメージがあり、お子さんよりも親
御さんが心配になってしまうのではないでしょうか？
　そこで、図書館では保護者さまの同伴OK! の、ロボットを動かすプ
ログラミング体験イベントを開催します！

1部 2部午後 1時～午後 2時 30分
※要 保護者同伴

小学校1年生～3年生
午後 4時～午後 5時 30分
※保護者同伴も可

下記の募集要項を確認してご応募ください

2月8日（土）
とき

しゃべって動く
から面白い！

具体的には…？ブロックを
つなぎ合わせるだけの
簡単プログラミング

　こくりの特徴はしゃべるこ
とです。更には、腕や頭を動
かす、前面のタブレット部分
に写真や画像・メッセージを
　表示することもできるため、
　　その組み合わせで多様な
　　　表現をさせることが
　　　　　できます。

①プログラミングとは何かを説明
②こくりの自己紹介・仕組みの解説
③プログラミングの方法を動画で解説
④初級・中級・上級の課題に挑戦！
⑤自由にプログラミングを組んで
　発表！

どんなことが
体験できるの？

　「プログラミングを実体験し
て、全員が学べること」が重要
と考え、ビジュアル型プログラ
ミングを採用しています。見た
　目も分かりやすく、感覚的に
　　プログラミングできるこ
　　　　とが特徴です。

分からない
ことがあれば、
図書館スタッフが
お助けします！



11 日（土） 幼児・児童

午前11時～
　　 11 時 30分

午前 11時～
　　 11 時 30分

18日（土）

17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

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9日（木） 家庭文庫どんぐり小屋

ハローキッズ

児童

岐阜
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学校橋
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清須市立
図書館

名神自動車道

12 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。

1 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！

23 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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