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10 月 27 日～11 月 9 日は読書週間です。2016 年・第 70 回の標語は「いざ、読書。」 

この機会に、お気に入りの一冊と出合えますように。 

 

 

  

                                                                         

    

    

    

 

 

 

 

 

                                  

    

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

移動図書館 

のびのび号 

あじさいの郷あじさいの郷あじさいの郷あじさいの郷  13:20～13:50 

レッツレッツレッツレッツ    14:05～14:35 

１０１０１０１０月月月月 ６６６６日日日日、２０日、２０日、２０日、２０日    

１１１１１１１１月月月月 ４４４４日日日日、１７、１７、１７、１７日日日日    

（祝日の（祝日の（祝日の（祝日の為いつもと為いつもと為いつもと為いつもと曜日が曜日が曜日が曜日が違います違います違います違います））））    

 

 

 

 
 

定例おはなし会 

１０１０１０１０月月月月        

    

【鶴来図書館】 

 ０・１・２才対象（11 時～） 

  ６６６６日日日日((((木木木木))))、２０、２０、２０、２０日日日日((((木木木木))))        

 ３才～小学生対象（3 時～） 

２２２２日日日日((((日日日日))))、１５、１５、１５、１５日日日日((((土土土土) ) ) )     

【本町分館】 

０・１・２才対象（11 時～）

１３１３１３１３日日日日((((木木木木) ) ) )     

    

１１１１１１１１月月月月     
    

【鶴来図書館】 

 ０・１・２才対象（11 時～） 

  １０１０１０１０日日日日((((木木木木))))、２４、２４、２４、２４日日日日((((木木木木))))        

 ３才～小学生対象（3 時～） 

６６６６日日日日((((日日日日))))、１９、１９、１９、１９日日日日((((土土土土) ) ) )     

【本町分館】 

０・１・２才対象（11 時～）

１７日日日日((((木木木木) ) ) )  

     ブックスタート    

 

（10 月 26 日、11 月 30 日） 

４ヵ月健診時に保健センター

で行います。 

 ボランティアボランティアボランティアボランティア    

養成講座養成講座養成講座養成講座    

【鶴来図書館】【鶴来図書館】【鶴来図書館】【鶴来図書館】    平平平平    日日日日        午前午前午前午前 10101010 時～午後時～午後時～午後時～午後 7777 時時時時    

土日祝土日祝土日祝土日祝        午前午前午前午前 10101010 時～午後時～午後時～午後時～午後 6666 時時時時    

【本町分館】【本町分館】【本町分館】【本町分館】        平日・土日祝平日・土日祝平日・土日祝平日・土日祝    午前午前午前午前 10101010 時～午後５時時～午後５時時～午後５時時～午後５時    

＊白山市立鶴来図書館＊白山市立鶴来図書館＊白山市立鶴来図書館＊白山市立鶴来図書館    

〒920-2143 白山市七原町７７番地 

            （鶴来総合文化会館クレイン内） 

Tel 076-273-8800 

＊白山市立鶴来図書館本町分館＊白山市立鶴来図書館本町分館＊白山市立鶴来図書館本町分館＊白山市立鶴来図書館本町分館    

〒920-2121 白山市鶴来本町四丁目 

ヌ８５番地（鶴来支所 1 階） 

Tel 076-273-1213 

図書館カレンダー 

鶴来鶴来鶴来鶴来    らいぶらりいらいぶらりいらいぶらりいらいぶらりい    

「子どもたちへ 
楽しい読み聞かせを」 

日時：日時：日時：日時：10101010 月月月月 21212121 日（金日（金日（金日（金））））    

10101010：：：：30303030～～～～12121212：：：：00000000    

場所：場所：場所：場所：クレインクレインクレインクレイン 1111 階階階階学習学習学習学習室室室室                

講師：講師：講師：講師：細川細川細川細川    律子律子律子律子さんさんさんさん    

（（（（かほくおはなしボランティアかほくおはなしボランティアかほくおはなしボランティアかほくおはなしボランティア    

         やまんばやまんばやまんばやまんば代表・代表・代表・代表・はまなす文庫主宰）はまなす文庫主宰）はまなす文庫主宰）はまなす文庫主宰）    

対象対象対象対象：：：：図書館ボランティア初図書館ボランティア初図書館ボランティア初図書館ボランティア初    

            心者、及び読み聞かせ心者、及び読み聞かせ心者、及び読み聞かせ心者、及び読み聞かせ    

            にににに興味のある方興味のある方興味のある方興味のある方    

定員：定員：定員：定員：20202020 名名名名（要（要（要（要申込・申込・申込・申込・先着順）先着順）先着順）先着順）    

10 月 1 日(土)   

10 時～  申込受付開始 

日時日時日時日時：：：：11111111 月月月月 12121212 日日日日((((土土土土))))    

18181818：：：：30303030～～～～19191919：：：：30303030    

場所場所場所場所：：：：鶴来図書館鶴来図書館鶴来図書館鶴来図書館（（（（ｸﾚｲﾝｸﾚｲﾝｸﾚｲﾝｸﾚｲﾝ内内内内））））    

対象対象対象対象：：：：小学生小学生小学生小学生～～～～大人大人大人大人        

入場無料入場無料入場無料入場無料・・・・申込不要申込不要申込不要申込不要    

語語語語りりりり：：：：本田本田本田本田    和和和和さんさんさんさん    

物語物語物語物語やややや詩詩詩詩、、、、古典古典古典古典、、、、民話民話民話民話などをなどをなどをなどを

語語語語りでりでりでりで表現表現表現表現しているしているしているしている。。。。またまたまたまた、、、、音楽音楽音楽音楽とととと

のコラボレーションによりのコラボレーションによりのコラボレーションによりのコラボレーションにより、、、、新新新新しいしいしいしい語語語語

りのりのりのりの世界世界世界世界をををを創創創創りりりり上上上上げるげるげるげる活動活動活動活動をををを展開展開展開展開

しているしているしているしている。。。。    

語語語語りのりのりのりのＣＤ『ＣＤ『ＣＤ『ＣＤ『うぐいすうぐいすうぐいすうぐいす姫姫姫姫』『』『』『』『セロセロセロセロ弾弾弾弾

きのゴーシュきのゴーシュきのゴーシュきのゴーシュ』』』』をリリースをリリースをリリースをリリース。。。。 

夜夜夜夜のののの図書館図書館図書館図書館    

本本本本本本本本田田田田田田田田        和和和和和和和和                

本町分館（鶴来支所内） 

臨時休館のお知らせ 

１０月２日（日）１０月２日（日）１０月２日（日）１０月２日（日）は、鶴来支所が電気工事のため、終日休館いたします。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解よろしくお願いいたします。 

本町分館 臨時休館 

語語語語語語語語りりりりりりりりのののののののの時時時時時時時時間間間間間間間間

と き

        

子どもと読書講座 



 

北辰中学校、鶴来中学校２年生の 

職場体験がありました。 

カウンター業務や新着本の準備、おはなし会など 

図書館の仕事を体験してもらいました。 

少し緊張した面持ちで、 

しっかり応対しました。 

あたたかくお声かけくだ 

さった皆様、ありがとうご 

ざいました。 

 

～利用者オススメの本を紹介します～～利用者オススメの本を紹介します～～利用者オススメの本を紹介します～～利用者オススメの本を紹介します～    

『『『『あしたあさってしあさってあしたあさってしあさってあしたあさってしあさってあしたあさってしあさって』』』』    

  もりやまもりやまもりやまもりやま    みやこみやこみやこみやこ／作／作／作／作（小峰書店）（小峰書店）（小峰書店）（小峰書店）    

この本は、くまが、お父さんが帰って来る

のを待つお話です。お母さんにくまがきいて、

お母さんが「あしたあさってしあさって」の

しあさってに帰ってくるわ。と、言って、く

まはそのことばを気にいりました。 

（藤部 七夕香 さん） 

    

『『『『おばけマンションおばけマンションおばけマンションおばけマンション        

いじわる★おばけにんぎょういじわる★おばけにんぎょういじわる★おばけにんぎょういじわる★おばけにんぎょう』』』』    

むらいむらいむらいむらい    かよかよかよかよ／作（／作（／作（／作（ポプラポプラポプラポプラ社社社社））））    

人形を拾います。本当は幸せを運んでくれ

る人形なのですが、みんなにわるさをします。 

そして、その人形を作った人はだんご虫にさ

れてしまう話です。 

     （宮下 果恋 さん） 

 

 

 

 

 

日時：日時：日時：日時：11111111 月月月月 11111111 日（金日（金日（金日（金））））10101010：：：：30303030～～～～11111111：：：：15151515 
場所：場所：場所：場所：鶴来公民館鶴来公民館鶴来公民館鶴来公民館（鶴来支所内）（鶴来支所内）（鶴来支所内）（鶴来支所内）１階１階１階１階    和室和室和室和室    

講師：講師：講師：講師：高岡香代子高岡香代子高岡香代子高岡香代子さんさんさんさん、、、、寺田滋子寺田滋子寺田滋子寺田滋子さんさんさんさん    

対象対象対象対象：：：：0000～～～～2222 才児才児才児才児ととととそのそのそのその保護者保護者保護者保護者    

内容：内容：内容：内容：お子様お子様お子様お子様と一緒に絵本やふと一緒に絵本やふと一緒に絵本やふと一緒に絵本やふれれれれあい遊びをあい遊びをあい遊びをあい遊びを    

            楽しみます。簡単な工作も楽しみます。簡単な工作も楽しみます。簡単な工作も楽しみます。簡単な工作もしますしますしますします。。。。    

    

★☆★☆★☆★☆募集中募集中募集中募集中☆★☆★☆★☆★    

この本おもしろかったよ！というオススメの本 

がありましたら紹介してください。 「ヤッホー」で

紹介したり、館内に掲示したりしています。          

※館内に専用の用紙があります。 

 
この本 おもしししし～よ!!

 

一般書 「体を動かして「体を動かして「体を動かして「体を動かして    リフレッシュ！」リフレッシュ！」リフレッシュ！」リフレッシュ！」    

    ～～～～10101010 月月月月 12121212 日日日日((((水水水水)))) 

「「「「読書の秋に短編集をどうぞ読書の秋に短編集をどうぞ読書の秋に短編集をどうぞ読書の秋に短編集をどうぞ」」」」    

10101010 月月月月 14141414 日日日日((((金金金金))))～～～～11111111 月月月月 29292929 日日日日((((火火火火))))    

 としょかんで たっち＆たっちたっち＆たっちたっち＆たっちたっち＆たっち！！！！ 

【【【【蔵書蔵書蔵書蔵書企画展示】企画展示】企画展示】企画展示】    展示中の本も借りることができます。ぜひご利用ください。 

絵 本 「くだものをめしあがれ」「くだものをめしあがれ」「くだものをめしあがれ」「くだものをめしあがれ」    

    〜〜〜〜10101010 月月月月 25252525 日日日日((((水水水水)))) 

「「「「おやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいのほんのほんのほんのほん」」」」    

                        10101010 月月月月 27272727 日日日日((((木木木木))))〜〜〜〜12121212 月月月月 28282828 日日日日((((水水水水)))) 

【ボード展示】【ボード展示】【ボード展示】【ボード展示】    「「「「落語を落語を落語を落語を楽しもう！クレイン寄席楽しもう！クレイン寄席楽しもう！クレイン寄席楽しもう！クレイン寄席サイン展サイン展サイン展サイン展＆蔵書展＆蔵書展＆蔵書展＆蔵書展」」」」～～～～11111111 月月月月 30303030 日（水）日（水）日（水）日（水）    

【ガラスケース展示】【ガラスケース展示】【ガラスケース展示】【ガラスケース展示】  日展作家「金田一司日展作家「金田一司日展作家「金田一司日展作家「金田一司    木彫展」木彫展」木彫展」木彫展」    10101010 月月月月 6666 日（木）日（木）日（木）日（木）～～～～12121212 月月月月 13131313 日（火日（火日（火日（火））））    

鶴来図書館（クレイン内） 展示のご案内 

夏の鶴来図書館は行事が夏の鶴来図書館は行事が夏の鶴来図書館は行事が夏の鶴来図書館は行事が    

盛りだくさんでした。盛りだくさんでした。盛りだくさんでした。盛りだくさんでした。    

ご参加のみなさま、ご参加のみなさま、ご参加のみなさま、ご参加のみなさま、    

ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！    

7/227/227/227/22「かがくであそぼう！」 

坂下智婦美さん 

7/237/237/237/23「夏のおはなし会」 

トゥインクルシアター 

7/287/287/287/28「手づくり絵本講座」 

金沢手づくり絵本の会 

巻き物絵本を作りました。 

くるくるくるっと絵本を広げると、工夫

たっぷりのおはなしの世界へ。 

みなさんとってもステキに仕上がって

いました。 

 

中学生の職場体験（７月７月７月７月） 

日時：日時：日時：日時：10101010 月月月月 16161616 日日日日((((日日日日)10)10)10)10：：：：00000000～～～～    

場所：鶴来図書館場所：鶴来図書館場所：鶴来図書館場所：鶴来図書館（クレイン内）（クレイン内）（クレイン内）（クレイン内）入入入入口前口前口前口前    

古くなった雑誌を古くなった雑誌を古くなった雑誌を古くなった雑誌を無料でお分けします無料でお分けします無料でお分けします無料でお分けします。。。。    

（１人５冊（１人５冊（１人５冊（１人５冊までまでまでまで））））    

トゥインクルさんのおはなし会。 

パペット人形劇に、ペープサート、

寸劇と盛りだくさんで、とっても楽

しい時間になりました。 

 
テーマは「戻ってくるよ」。輪ゴムを

使った車輪を作りました。 

戻ってこーい！と声をかけると、 

不思議、戻ってきた！なんでかな？

と、みんなで考えました。 

 

申込不要 

参加無料 


