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ブンさん

今月のイベントのお知らせ
ぬいぐるみおとまり会
ぬいぐるみが図書館でおとまり会。
ぬいぐるみ達は夜の図書館で何をするのかな？
スタッフがこっそり写真に撮って報告します。
対象は 3 歳～小学生、定員は先着 25 名です。
9/11（火）10:00 からカウンター、電話で受付します。

お預かり

お迎え

9/23（日）16:00～16:30

9/24（月）10:00～15:00

ぬいぐるみと一緒におはなし会に参加した後で、
ぬいぐるみをお預かりします。
みんなで寝かしつけてお別れします。
ぬいぐるみ、ぬいぐるみ用の布団、

夜中のぬいぐるみの様子を写した
アルバムと、ぬいぐるみが選んだ
本をお渡しします。

図書館の利用カードをお持ちください。

高齢者向け紙芝居講座

朗読フェスティバル

9/14（金）10:30～12:00
9/15（土）13:30～15:00
セミナールーム

10/28（日）10:05～16:00
セミナールーム

高齢者に紙芝居を読んでみませんか。
高齢者に紙芝居を読む場合の選び方や読み方
などを知りたいと思っている方へ、
そのコツをお教えします。
8/31（金）～9/13（木）の開館時間内に
カウンター、電話にてお申し込みください。
定員は先着各 30 名です。
両日とも実施内容は同じですので、
都合の良い日にお越しください。

朗読によって、小説やエッセイ等さまざまな
文学作品を深く理解し、表現する楽しさを
感じていただくため、「第 11 回恵那朗読
フェスティバル」を開催します。
それに伴い、出場者を募集します。
どなたでもご参加いただけます。
別紙応募用紙にご記入の上、
9/11（火）～10/11（木）の期間内に
カウンター、郵送、FAX(0573-25-7036)にて
お申し込みください。
詳細は別紙要項をご覧ください。

読書手帳のご案内
読んだ本の記録をつけてみませんか？
おめでとうシールが
もらえる!

えなと読書手帳
大人用の読書手帳です。
・記録する本は図書館の本でなくても OK！
・50 冊読破された方にはおめでとうシールを贈呈。
また自分のオススメ本を図書館で紹介できる
コーナーへの投稿ができます。

おめでとうシールが
もらえる!

えなとこども読書手帳

この本よんだよ
こども用の読書手帳です。
・自分で書いて記入するか、中央図書館カウンターで
もらえるシールを貼って記録してください。
・購入した本やこども園・学校の本でも OK！
・おはなし会に参加してもらえるスタンプも冊数に
数えることができます。
（スタンプはコミュニティセンター
図書室でももらえます）
・50 冊読破された方にはおめでとうシールを贈呈。
また自分のオススメ本を図書館で紹介できる
コーナーへの投稿ができます。
絵本が 1 冊
もらえる!

えほんのおもいで

市内に住む 3 歳のみなさんに、こども園等を通して
お配りしている読書手帳です。
・使い方は「この本よんだよ」と同じです。
・読んだ本が 50 冊になると、絵本がもらえます。
（※プレゼントは 1 人 1 冊までです。）
・期限はお子さんが 6 歳になる年度の 3 月 31 日です。
・絵本の種類は図書館職員へお尋ねください。
・絵本は図書館またはコミュニティセンターでお渡し
しています。
・※恵那市民の方が対象です。
・

司書オススメの新着本

この

本読んだ!?
『SMILE 美しすぎる人類図鑑』
近藤大真/著
出版社：大和書房

分類：748/ｺ

内容紹介
1 年半で 33 カ国、世界一周の旅。世界中の人と笑
い合いながら、僕の撮る写真で少しでも多くの人
を幸せにしたい―。ブログ「撮って、笑って、旅を
して」で人気の「こんちゃん」初の写真集。

びぶりお定期便

ジュニアコーナーの新着本から
おすすめを紹介します

『文学少年と書を喰う少女』
渡辺仙州/著
出版社：ポプラ社

分類：913.6/ﾜ

ジュニアコーナー

内容紹介
父の行商を手伝う少年・呉承恩は、本が大好き。旅
の途中のある日、おなかをすかせているらしい小汚
い女の子に声をかけると、少女は呉承恩の大事な本
を奪って食べ始めた…! 不思議で泣ける、中国のフ
ァンタジー。

特集コーナーのお知らせ
1 階ぴっくあっぷ

学習の日

「あなたの大切なものは
何ですか?」

期間 9/22（土）～9/30（日）

地震、洪水、大雨･･･いつ起こるかわからない災

学校のテスト期間にあわせてセミナールー
ムの開放や一般席の一部を持ち込み
学習に活用できる日を設けました。
ぜひご利用ください。

害から自分の身を、自分の大切ななにかを守る
ための防災の本を集めました。
敬老の日や動物愛護週間にもからめて
本をご紹介します。

～利用される方へのお願い～
昼食などで席を離れる際は必ず

場所 ぴっくあっぷコーナー

離席カードをカウンターに
取りに来てください。
長時間の離席は荷物の回収などを行なう
場合があります。

期間 8/31（金）～9/26（水）
2 階ふるさとギャラリー

「岐阜県ゆかりの文化人」
期間 6/29（金）～9/20（木）

9 月カレンダー
月

火

水

木

第三日曜日は恵那市読書の日

金

募集：8/31
募集：9/11 10：00～ 先着25名
10：00～ 各３０名 ＊ぬいぐるみおとまり会（カウンター/電話）
＊高齢者紙芝居講座
持物：ぬいぐるみ/ぬいぐるみ用の布団
（カウンター/電話）
利用者カード
おとまりの日：9/23 16：00-16：30
おむかえの日：9/24 10：00-15：00

募集：9/11 10：00～
＊朗読フェスティバル
カウンター・ＦＡＸ等で申込
用紙を提出してください
※電話受付はできません

1階ぴっくあっぷ
「あなたの大切なものは何ですか？」8/31-9/26

ＨＰ http://library.city.ena.lg.jp/
Mail library@city.ena.lg.jp
恵那市長島町中野2-2-5
TEL：(0573)25-5120

2階ふるさとギャラリー
「岐阜県ゆかりの文化人」6/29-9/20
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おとまり会
＊おはなし会
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＊高齢者紙芝居講座 ＊高齢者紙芝居講座 ＊ミニ茶会
10：30-12：00 13：30-15：00 14：00-15：00
＊えなとおはなし会
13：30-14：00

＊ブンさんクンたん
おはなし会
10：30-11：00
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＊小学生のための
おはなし会
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＊学習の日
＊ぬいぐるみの
おむかえ
10：00-15：00
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Wi-Fi
使えます
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土日祝 10時～18時
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