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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
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ほんとうの春の訪れを、

暗くて長い一年が明けました。

一年前、まだ耳慣れなかったウイルスが、

やがて世界を呑み込み、

信じられない数の人が帰らぬ人になるなんて、

そして東京オリンピックまでも延期にするなんて、

誰も想像できませんでした。

あれから一年。世界は大きく変わりました。

そして、私たちの日常もすっかり様変わりしました。

働き方のカタチ、食事のカタチ、遊びのカタチ…。

人との接し方の全てを一から見直すことになりました。

心から願っています。

図書館も長い休館を経て、変わらざるをえませんでした。

私たちが求める理想の図書館像とは裏腹に

長時間滞在をご遠慮いただき

感染防止のお願いを繰り返すことになりました。

社会が経済回復と感染拡大防止のバランスを迫られるように、

図書館は長く居られる環境整備と安全性確保の双方を

見つめ続けなくてはなりません。

図書館で、ゆっくり本が読める。

そんな、あたりまえの日常が戻ってくることを、

心から願っています。



テレビは一家に一台だったから、画面の前に家族みんなが集まってチャンネル争い。
８ｍｍ映像は音が出ないので、映像を見ながら皆が好き勝手に喋ってた。
先進の機能はないけれど、昭和アナログ家電の周りには家族の語らい
がたくさんありました。筆者（約60歳）が体験した
昭和40年代の「家電のある風景」を紹介します。 

 

今みたいに、気軽に動画が撮れない時代でした。とい
うのも、動画を撮るには高価な８ｍｍカメラが必要
で、さらに専用フィルムも要ります。撮影の後には現
像が待っていて、ここでもお金と時間がかかる。その
うえ撮った映像を見るには、これまた高価な映写機が
…。というわけで、８ｍｍ動画に残してもらえるなん
て「特別」なことでした。だから、一度フィルムを装
填すると、いろんな人にカメラが向けられたもので
す。照れくさそうに手のひらをカメラにかざして顔を
隠すおばあちゃん…ありがちなワンショットです。 

現在でいうプロジェクター、静止画を拡大してスクリ

ーンに映す機械です。「幻灯機」とも呼ばれていま

した。フィルムは特殊なものでしたが撮影は通常のカ

メラでOKだったので、８ｍｍに比べて気軽に使われて

いたようです。それでも、スライド上映会はビッグイ

ベント。旅行や運動会のスライドができあがると、親

戚や近所の人が集まり、撮影者である父の解説を聞き

ながら見入ったものです。スライドを見た後は映写機

の光を利用して、指を使った影絵遊びが始まります。 

カラーテレビの黎明期、それは高価で特別な

機械でした。家にカラーテレビがやってくると

僕たち子供は自慢しまくりでしたが、母はなぜ

だかご近所に内緒にしていました。それくらい

ステータスの高い家電でしたから、見た目も

高級感たっぷりの木目調。居間の真ん中で存在

感を放っていました。昭和４０年代は全ての番

組がカラー放送ではありません。カラー放送

の番組が始まると画面の隅に「カラー」と誇ら

しげなテロップが出ていました。 

アナログモノがたり外伝

三丁目の家電たち

 ◀８ｍｍ映写機（ELMO製）

▲スライド映写機（ELMO製)  ▲家具調カラーテレビ（SONY製）

８㎜映写機とスライド映写機
の実物は1月5日～2月25日
図書館に展示します。
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竹内 新//訳　田 原//企画　陳 会玲ほか//著（ 921/ トケ / 20 ）
『時計工場』『ああ、たいくつだ！』

振り向いて、詩歌。

今月の
おすすめ

今月の
おすすめ

中国広東省の現代詩人たちによる、おもちゃ箱のような、
宝箱のようなアンソロジー。
中国文学？と構えずに、ぜひお好きなページから読んで
みてください。
ひとつひとつの言葉に耳を澄ませて、じっくりと味わう
のがおすすめです。

１
階
児
童
企
画

おおきくなあれ
大切なかぞくやお友だちと一緒の時間。みんなはどの
ようにすごしているかな？
「おおきくなあれ」と願いをこめて、身近な人と共に
生きる喜びを感じられる本、成長が楽しみになる本を
集めました。

庭でダラダラしているふたごの兄弟。お母さんに「なにか
しなさい！」と叱られて、むかったガレージで「あるもの」
を見つけます。ひらめいた二人が本を見ながら作り上げた
ものとは……？二人一緒ならうまくいく！仲良し兄弟のエ
ネルギーと、彼らを見守るお父さん・お母さんの深い愛情
を感じる絵本です。

ピーター・スピアー//さく　松川真弓// やく

昨年６月、一か月だけ展示された企画が、パワーアッ
プして再登場！　
新年を迎えた一月は、おめでたい迎春の詩歌をご紹介
します。
ネットを閉じて、テレビを消して、ゆっくりと詩の世
界を関してみませんか。

（ E / アア /１８ ）

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

 

図書館スタッフが様々なテーマで本を選びました。
絵本・児童書・一般向けをご用意しています♪
（なくなり次第終了）

“本の福袋” を貸出します！
１月５日 ( 火 )
～　無くなり次第終了

昔の道具やレトロ雑貨など、懐かしさを感じる本を集めました。
左ページで紹介した8ｍｍ映写機やスライド映写機の実物も展示します。
実物を見て、本を読んで、昭和のぬくもりを感じてください。

懐かし資料展示編
見る、読む、感じる。

展示期間：１月５日～２月２５日　展示場所：図書館エントランス付近



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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【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。

※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

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

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


