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今年も残すところあとひと月、あれもこれもと気忙しい日がやってきます。
こんな時こそ時間を作ってほっと一息、穏やかな時を持ちたいものですね。
年末年始に役立つ本もご用意して、お待ちしております。

図書館カレンダー
定例おはなし会

クリスマス
おはなし会

12 月
【鶴来図書館】
０・１・２才対象（11 時～）
1 日(木)、15 日(木)
３才～小学生対象（15 時～）
４日(日)、17 日(土)
【本町分館】
０・１・２才対象（11 時～）
8 日( 木)

日時：12 月 10 日（土）
日（土）

10：
10：30～
30～11：
11：30
場所：クレイン 2 階研修室
講師：山戸
講師：
山戸 和代 さん
（小松おはなしの会）

対象：
対象：幼児・小学生〜大人
内容：絵本・おはなし・
紙しばい・工作
紙しばい・工作 など

1月
入場無料・申込不要
【鶴来図書館】
０・１・２才対象（11 時～）
12 日(木)
３才～小学生対象（15 時～）
8 日(日)、21 日(土)
【本町分館】
０・１・２才対象（11 時～）
19 日(木)

9

年 末 年 始
12/29(
12/29(木)〜１/
〜１/４(水)

ブックスタート
蔵 書 点 検
（12 月 21 日、1 月 25 日）

１/23(月
/23(月)〜2/2(木
2/2(木)
４ヵ月健診時に保健センター
で行います。

期間中、本はブックポストへ
返却してください。

移動図書館
のびのび号
あじさいの郷 13:20～13:50
14:05～14:35
レッツ
１
2
月
1
日
、15 日
平日・土日祝 午前 10 時～午後５時

【鶴来図書館】 平 日
土日祝
【本町分館】

午前 10 時～午後 7 時
午前 10 時～午後 6 時

※１、２月は冬期運休です。

ご利用の皆様にはご不便
をおかけいたしますが、
ご理解のほどよろしくお
願いいたします。

鶴来図書館（クレイン内）

蔵書点検って、どんなことするの？

展示のご案内
【蔵書企画展示】

一般書

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。

「年越し・お正月」
年越し・お正月」
12 月 1 日(木)～1 月 22 日(日)

絵

本

「おやすみなさいのほん」
〜12 月 28 日(水)

「ふゆはたのしい
ふゆはたのしい」
たのしい」

図書館の資料は、毎日たくさんの方々にご
利用いただいています。
きちんとした管理を心がけていますが、所
定の場所に見つからない…ということも。
蔵書点検では、そのような事が無いよう、
正しい場所にあるか、なくなっている資料は
ないかを一冊一冊バーコードを読み取り、点
検する作業を、職員全員で行っています。
また、増加する蔵書を効率よく管理するた
めの書棚の移動や、拭き掃除など日常ではで
きない作業を行います。

1 月 5 日(木)〜2 月 28 日(火)

【ガラスケース展示】

日展作家「金田一司 木彫展」
～12 月 13 日(火)

鶴来・白山ろく地域中学生大会
日時：12
日時：12 月 4 日(日) 10：
10：30～
30～11：
11：30
場所：鶴来総合文化会館クレイン 2 階研修室

○紛失している資料はないかを確認する。
○あるはずなのに見つからない資料を探す。
○所定の場所に戻す。
○実際にある場所と、データが
正しく一致しているか確認する。
○破損の著しい資料を見つける。

白山市立図書館では 1/23～2/2 の間休
館し、一斉に蔵書点検を行います。
蔵書点検は図書館を快適にご利用いただ
くためにかかせない作業です。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほ
どよろしくお願いいたします。

各校代表の中学生達が、おすすめ本を紹介します。

観覧自由！どうぞ会場でご覧下さい！

この本 おもし
し～よ!!
ご参加、
ありがとうございました！

〈ボランティア養成講座〉
今年度もたくさ
んの方にご参加い
ただきました。
皆さん、熱心に
取り組まれていま
した。

～利用者オススメの本を紹介します～
『くるくるくる』
くるくるくる』
桑原 伸之／作
伸之／作（
／作（あすなろ書房）
あすなろ書房）
小さいころにようち園のせん生によくよん
でもらいました。小さい子におすすめです。
ぜひ読んでみてください。
（o・a さん）

10/21
9/29 「本の修理」
山本武司さん

「子どもたちへ楽しい読み聞かせを」
『ＢＬＡＣＫ』
ＢＬＡＣＫ』

細川律子さん
山田 悠介／作（
悠介／作（文芸
／作（文芸社
文芸社）

11/12

「死ぬ前に大事な人にあいたい」という強
い気持ちに感動した。
けっきょくは会えなかったけれど、強い気
持ちが心に残る作品。
（やまだ さん）

「夜の図書館
語りの時間」

本田 和さん
本田さんの圧巻
の語り！
素晴らしい時間
でした。

たっち＆たっちのお二人によ
る、012 歳向け講座。ふれあい
遊びやペープサート、お母さん
と一緒に楽しい時間でした。

11/11 本町分館

鶴来高校の職場体験（10
10 月）
鶴来高校 1 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
会の準備、館内装飾作りなど、図書館の日々
の仕事を体験してもらいました。
どの仕事も丁寧に取り組んでいました。

「としょかんで
たっち＆たっち」

★☆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。

