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※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！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！
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皆さんは、「ストーリーテリング」などと呼ばれている図書館のおはなし会に参加したことはありますか？「素話
（すばなし）」という名前ならご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
「ストーリーテリング」では、絵本や人形など目からの情報になるものは使用しません。聞き手側は、何も見ずに

耳から聴こえてくる物語を自分の頭の中にイメージして楽しみます。
昔ばなしや物語は、古くから人々の間を口伝で伝わってきたものですが、「ストーリーテリング」はそんな本来の
スタイルにとても近い形で行われます。昔むかし、囲炉裏端や暖炉のそばで大人が手仕事をしながら子どもに語っ
てあげている様子をイメージしてください。
ここまでの説明では、「見るものがないなんて、退屈なのでは？」「絵本の読み聞かせのほうがイメージを描ける
のでは？」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
いえいえ、そんなことはありません。そこには、「ストーリーテリング」ならではの楽しさというものが存在する
のです。

ストーリーテリングの魅力　

       　　  ～図書館スタッフ Yの体験より～

ストーリーテリングってなあに？

私の体験より

私は、当時５歳の娘と一緒に、初めてストーリーテリングの会に参加しました。私自身、場面を上手く思い浮かべ
てお話についていくことができるか、とても心配でした。けれど、その心配は、演目の一話目を聴き終わったとき
に新鮮な喜びと驚きに変わっていました。初めて知るお話だったにもかかわらず、登場する人物や動物たちが次々
と現れ、いきいきと私の頭の中をかけまわっていたからです。私の体感では、会への参加を重ねるうちに、絵を見
ずに頭の中で想像する力がついてきて、お話を聞けば聞くほど、物語をイメージすることが簡単になってくるのです。
最初のストーリーテリング体験では、語られるすべての演目をありありと想像することは難しいかもしれませんが、
自分の好みのお話に出会えれば楽しさを味わうことができると思います。



登場する人物や動物たちが次々と現れ、

　　　　　いきいきと私の頭の中をかけまわる。

それから、私が初めてストーリーテリングの会を経験した時
には、「楽しい！」という思いの後で、懐かしいような気持
ちが湧いてきました。それは何だろうと思いを巡らせたとき、
自分の保育園時代の記憶の扉が少し開かれたのです。

私が通った保育園では、ベテランの先生が集まった子どもた
ちに向かってお話をしてくれることがありました。今思えば、
集まった子どもたちをその場におとなしくとどめておく目的
のために取られた手段だったのかもしれません。けれど、園
児たちにとって、それは突然もらえたご褒美のようなわくわ
くする時間でした。お話の内容や先生のお名前は思い出せま
せんが、今でも先生のお顔と雰囲気をふんわりと思い出すこ
とができます。

ストーリーテリングでは、語り手は物語を覚えて自分の中に取り込み、
その覚えた物語を聞き手の目を見ながら語ります。語る人と聞く人の
間に本がないことで、精神的な距離が近づくのです。聞くことだけに
集中し、活字を読まなくてよいので物語に没入することもできます。
何といっても、リラックスして物語を語ってもらう時の安心感や全体
の一体感など、特別で独特な感覚に包まれます。

これはストーリーテリングを子どもたちに語っていてもわかります。
慣れていない子はお話の序盤は少しそわそわしていることがあります
が、だんだんと物語の中に引き込まれていき、お話のクライマックス
には私の顔をじっと見て一緒に物語に入り込んで楽しんでくれます。
小学２年生の子どもたちにお話を語っていたある時のこと。同じセリ
フが何度も繰り返されるお話で、おしまいの方になると子どもたちが
そのセリフとパターンをすっかり覚えてしまい、セリフのところでは
私と一緒に声に出して語りに参加してくれたことがありました。少し
面白い反応でしたが、「こんなにしっかりお話を聴けるんだ！」と、驚
きと嬉しさを感じながらお話を終えました。

聞くことだけに集中し、
　　　　　物語に没入できる。



現在、子どもの絵本は山のように出版されています。絵本の他にも紙芝居やパネルシアター、ペープサート
のような手動で動く小道具を使った手法もあります。さらに、テレビや DVD、インターネットが普及したこ
となどで、視覚的刺激と共に物語を知る経験の方が断然増えてしまいました。
このようなメディアでは、視覚的情報が提供され、絵が与えられているため、私たちは想像力をあまり働か
せていません。読書する時、想像力はとても大切なものです。文を読んで頭の中に自前の絵が立ち上がって
こないと読書を楽しむことはできません。ストーリーテリングは、この想像力を鍛えるのにもってこいなの
です。ストーリーテリングを通し、自分たちの脳はこんなにも想像することができるのだ、ということを知っ
て欲しいと思っています。

清須市立図書館では、「家庭文庫どんぐり小屋」の方々に協力
いただきながら、子どもたちに向けた「耳からの読書」という
ストーリーテリングの会を月に１回開いてきました。
しかし、現在のコロナ禍において、２年以上休止しています。
子どもたちとストーリーテリングを楽しめないのはさみしい
ですが、まずは、大人の方々にこの楽しさを伝えたい！と思
い、「子どもに選ぶ本の講座」の中で大人向けのストーリー
テリングを楽しむ会を企画しました。
ご興味を持たれましたら、ぜひ一度、ストーリーテリングを
体験してみてください。
きっと、その楽しさを感じていただけると思います。

（図書館スタッフ Y）

子どもに選ぶ本の講座

大人のための

耳からの読書

今年の開催は、

� 月・�� 月・� 月です。

松岡享子さんは著書「お話とは」の中で、ストーリーテリングのよさ
（こどもたちへの効果）を次のように挙げています。

　　１、想像力を育てる
　　１、   考える力（ものごとの核心に注意を集中し、それを持続して、
　　　　ひとつのことを追求する力）を育てる
　　１、聞き手と語り手、あるいは聞き手同士の人間関係を育てる
　　　　（そぼくな、人と人とのコミュニケーションのよさを体得させる）
　　１、ことばの力（語彙、語感）を育てる
　　１、お話をたのしむ力を育てる
　　１、字の読めない子にも文学をたのしむことを可能にする

このような効果は、後々子どもたちが「読書を楽しむ力」のもとになっていくのです。

松岡享子著 『お話とは』 新装改訂版 東京子ども図書館　����.�� （レクチャーブックス・お話入門 �） p.��-��

図書館でストーリーテリングを勧めるわけ

語られる言葉を手がかりに、物語を自分で想像して
絵を思い浮かべる「ストーリーテリング」。

耳からの読書の経験は、子どもが目からの読書へ移行するのに
欠かせないものです。

大人がお話を心から楽しみ、語り手と聞き手の心のやりとりを体験する
ことで、子どもと「お話を楽しむこと」について考えます。



10th
Anniversary

清須市立
図書館

清須市立図書館は、
今年 �� 周年を迎えます！
図書館の �� 年を振り返り、
印象深いさまざまな出来事
をご紹介するコーナー♪
第 � 弾です！

ビールをイメージしたユニークな本棚は、名古屋芸術大学の学生さんたち
がデザインし、図書館を利用される方々の前でプレゼンテーションを行い、
見事 � 位に選ばれたデザインで制作されました。
キリンビール名古屋工場にご協力いただき、ビールに関する貴重な資料も
揃えていますので、是非ゆっくりと読書をお楽しみください。

2022 年 10 月　子どもに選ぶ本の講座

対 象

申 込 9 月 16 日（金）午後 1時から、電話又は 1 階カウンター
にてお申し込みください。　　※定員に達し次第終了

家庭文庫どんぐり小屋    久原幸子氏

「メディアやネットで話題になった絵本」を取り上げます。
絵本を読み比べながら、どんな絵本が子どもの力に

なるのか、深く掘り下げていきます。

子どもと絵本に関心のある方

アドバイザー

18 名定 員

筆記用具持ち物

絵本探究
話題の絵本

10月 14日（金）と き

午前 ��時 �� 分～正午
2 階研修室ところ

※感染症対策を行っております。
※マスク着用をお願いいたします。
（呼吸が苦しくなる方や、マスクが苦手な方は、スタッフにご相談ください）

���� 年 �月

「一緒にこの地域を盛り上げたい！清須をユニークで魅力的な街に
したい！」そんな思いから、清須市立図書館・キリンビール名古屋
工場・名古屋芸術大学共同での取組みがスタートし、���� 年 � 月『日本一ビールに詳しく
なるための図書コーナー』が設置されました。

午後 1時 30 分～3時 30 分

本の修繕の基本から応用までをお伝えします。
全 3回の講座です。
初心者の方も、修繕経験のある方も、ご興味のある
方はどなたでもご参加ください。

2階研修室

5名

9月 16 日（金）午後 1時から、電話または
図書館 1階カウンターへお申し込みください。

ところ

定員

申込

1018
（火） （火）

8
（火）
13全3回 11 12 ※申し込みが必要なのは初回のみです。

　第 1回目の講座を必ず受講できる方に限ります。

とき

日本一ビールに詳しくなるための図書コーナー

おとなのハンドクラフト

オリジナル・キートン作品募集！

開館10周年記念イベント

あなたにしか作れない
オリジナルのキートンをつくってみませんか。

図書館にて展示披露致します。
沢山のご応募をお待ちしています！

詳細は館内掲示を
ご確認ください。

図書修繕講座図書修繕講座

※令和 4年 5～ 7月開催の講座と同じ内容です。



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　サクラルート「夢広場はるひ」下車すぐ
　　　　　　　　　ブルールート「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

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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名古屋

名古屋第二環状自動車道
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西牧前

学校橋

190

清須市立
図書館

名神自動車道

…休館日
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　（ 901/ ミ /11 ）

『ミステリーの書き方』
今月の
おすすめ

今月の
おすすめ

赤川次郎、東野圭吾、宮部みゆきなど、小説界の第一線を走る
『超』有名作家たちが、ミステリーの書き方や作家の心得など
を語る指南書。とにかく面子が豪華で、作家ファンの方にもぜ
ひお手に取っていただきたい作品です。面白いミステリーの秘
訣を、あなたも覗いてみませんか？

１
階
児
童
企
画

 

日本推理作家協会∥編著　赤川 次郎∥ほか著

【申し込み】　
電話（���-���-����）、または図書館カウンターでの事前申込ができます。定員は �組程度です。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、空きがある時はカウンターでのお申し込みができます。

※ボランティアさんのおはなし会は、お休みさせていただきます。
※プログラムの内容は変更することがあります。9 月のおはなし会

➁午前 ��時 �� 分～

図書館スタッフ� 階おはなしの部屋

➁幼児
�� 日 ( 日 )

主催団体 対　象日　時 場　所 内　容

� 階おはなしの部屋 図書館スタッフ
おはなし会
　➀ゆめのこタイム
　➁もりのこタイム

➀乳児➀午前 ��時～

�� 日 ( 日 )

『錯視で遊ぼう』
（ 145/ ス /21）杉原　厚吉//著　　

錯視とは、目で見たものが実際とは違って見える現象で、目
の錯覚とも呼ばれます。この本には見ているだけで不思議な
感覚になるクイズが盛りだくさん！
錯視を紙で作れる展開図も載っているので、実際に作って友
達をびっくりさせちゃおう！

➁午前 ��時 �� 分～

➀午前 �� 時～ おはなし会
　➀ゆめのこタイム
　➁もりのこタイム ➁幼児

➀乳児
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SUN MON TUE WED THU FRI SAT

9
SEP
2022

ミラクル　ミラクル　マジカルアパート！

わたしたちの暮らしの中には、奇跡や不思議な “ミラクル”
がいっぱい溢れています。本との出会いもミラクルです♪
マジカルアパートの部屋にだまし絵・ことば遊び・まほう
などの本を集めました。
ぜひミラクルを体験しに来てください！

ミステリーはあなたのすぐそばに

ミステリーが好きな人にも、あまり読まない人にもおすす
めしたい、名作たちを集めました！古典から新作まで、様々
な世代の作品が揃っています。興味をそそるキーワードか
ら、読みたい本を選んでみてください。
特別展示として、シャーロック・ホームズ特集も開催中♪
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