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 公共図書館で働いている司書は、みなさんもよく目にして

いると思いますが、司書のなかには学校で活動している「学

校司書」もいます。今回は、そんな学校司書の活動について

紹介したいと思います。 

学校司書の活動内容は、主に学校図書館の整備や運営業務

全般です。具体的には、貸出・返却処理や資料管理、調べ学

習のサポート、子どもと本をつなぐためのブックトーク（あ

るテーマにそって何冊かの本を順序立てて紹介すること）、

図書室ボランティアの支援などを行っています。先生方や 

児童・生徒のみなさんの要望を聞いて、より使いやすい図書

室にするため、日々活動しています。 

学校司書の活動紹介 

11 月は「こさいパープルリボン･プロジェクト

月間」です。『パープルリボン･プロジェクト』と

は、ドメスティック・バイオレンス（DV）といわ

れる、夫婦、親子、恋人間の暴力や虐待をなくす

こと、暴力の被害にあっている人たちの安全を守

ること、暴力が絶対にあってはならないことを周

囲に伝え、関心を持ってもらうことを目的とした

運動です。身近なところに潜むＤＶの問題に関心

を持つ人が増えれば、暴力を許さない、誰もが安

心して暮らせる社会につながります。図書館では、

関連図書の紹介をしていますので、是非この機会

に理解を深めていきましょう。 

パープルリボン・ 
プロジェクト 

縁の下の 

力持ち！ 

▲図書室を使い始める学年に 

向けて図書室の使い方を説明 

（R3 白須賀小学校で）  

大人絵本 

▲「夏の課題図書紹介と部活」 

をテーマにブックトーク 

 （R3 岡崎中学校で） 

 
６、７日は 
よみん祭だよ! 

ロングセラー絵本 

◆９月の統計◆  入館者数 13,034人／ 貸出人数 6,204人／ 貸出冊数 27,170冊 

・『ぐるんぱのようちえん』 

・『ちいさいおうち』 

・『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』 

・『ひとまねこざる』ほか 

・『だいじょうぶだいじょうぶ』 

・『いつかあなたをわすれても』 

・『何があっても前を向いて』ほか 

「絵本の日」は、近代絵本のさきがけとなる考え

方を示した瀬田貞二氏の『絵本論』が発行された日

にちなんで制定されました。絵本を通して子どもた

ちの感性を育て、文化的、社会的な活動を広めてい

くことを目的としています。お子さんやお孫さんと

楽しむのはもちろん、子どもの頃に大好きだった絵

本を大人になってから改めて読み直すというのも、

新たな発見や感動があって面白いと思います。ぜひ

図書館で、絵本の世界を楽しんでください。 

中央図書館 今月の特集 新居図書館 今月の特集 

【瀬田貞二の本】 

 ・一般書『絵本論』『幼い子の文学』 
 ・児童書『お父さんのラッパばなし』 
・絵本 『きょうはなんのひ?』  など 

11月 30日は 

絵本の日！ 

https://4.bp.blogspot.com/-uOgL0v6fT0w/UZoVd4537DI/AAAAAAAATig/077Nr8Aimnk/s800/fukidashi03.png
https://2.bp.blogspot.com/-JAIbq3c1d4I/UPzH_qDWlUI/AAAAAAAAK04/Ys-vw2CpZbg/s1600/reading_girl.png


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

『スーパーで買える「肉」 
を最高においしく食べる 
１００の方法』 

長田 絢／著 

ダイヤモンド社／出版 

さあ一緒に「肉道」を進みましょう！ 

大人のための朗読会 

朗読グループ「はなしずく」による 

◆日時  １１月２６日（金）14:00～15:00 

◆場所  中央図書館２階 視聴覚室 

◆内容 

・「空港にて」    村上 龍／著 

・「星の見えそうな井戸」浅川かよ子／著 

・「クねずみ」   宮沢賢治／著 

※事前申し込みは不要です。当日会場へお越しください。 
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止になる 
 場合があります。 

 
 

１１月のカレンダー 

おすすめ本 

展示のお知らせ 

●少年消防クラブ 防火ポスター展示 

11/9(火)～15(月)  

 中央図書館１階ロビー：鷲津、東、白須賀、 

    岡崎、知波田小学校 

 新居図書館玄関ロビー：新居小学校 

●小中学生の税に関する作品展 

11/10(水)～19(金) 中央図書館１階ロビー 

●「家庭の日」入賞作品の展示 

11/24(水)～12/8(水) 中央図書館１階ロビー 

※休館日は除きます 

11 月 29 日は「いいにく」の日。おいしい肉の決め手は「肉

の値段」だと思っていませんか。スーパーや街のお店で普通に

買えるお肉を使って最高の料理を作る方法を、マンガと詳細な

レシピで伝えます。しょうが焼き、から揚げ、ハンバーグ、牛

丼、肉じゃがなど珠玉の肉料理が満載です。レシピは 48 種、

肉料理をおいしく食べられる、ちょっとしたテクニックが

100 個網羅されています。 

スーパーなどで何気なくお肉を買っている人も、ちょっとし

た基本を理解すれば、この肉がどんな料理に向いているか、こ

の料理を作るためにはどの部位を買ったらよいのかが見えて

きます。食卓の肉料理が激変する（？）かもしれません。ぜひ、

あなたのお宅でも。 

■＝休館日 

☎ 053-576-4351 

開館時間 9:30～18:30 

邦画   『蜜蜂と遠雷』 『ウルトラマンのすべて！』 

 『星屑の町』 『千羽づる』 

洋画   『世界でいちばん貧しい大統領』 

 『風をつかまえた少年』 『メッセージ』 

アニメ  『天気の子』 『はたらく細胞 Vol.5～7』 

 『アナと雪の女王２』 『人体のサバイバル！』 

文化教養 『れっしゃだいこうしん 2021』 

制作記録 『イーちゃんの白い杖』 

      ほか 

新着ＤＶＤ 

新着ＣＤ  

邦楽 『ここにいるよ』 中島みゆき/歌 

   『eyes』 milet /歌 

『X』 DISH/演奏 

『ロング・バケイション』 大滝詠一/歌 

洋楽 『ジャスティス』 ジャスティン・ビーバー/歌 

   『癒しのジャズ BEST』 

     ビル・エヴァンスほか/演奏 

児童 『それいけ！アンパンマン 21 ベストヒット』 

      ほか 

☎ 053-594-3155 

開館時間 9:30～18:30 

西部地域ｾﾝﾀｰ ：☎ 053-577-2867 

北部多目的ｾﾝﾀｰ：☎ 053-578-0760 

開館時間 9:00～17:00 

中央図書館 

日 月 火 水 木 金 土 

  1  2 3  4  5  6 

7 8 

 

 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

新居図書館 

日 月 火 水 木 金 土 

  1  2 3  4  5  6 

7 8 

 

 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

西部図書室・北部図書ｺｰﾅｰ 

日 月 火 水 木 金 土 

  1  2 3  4  5  6 

7 8 

 

 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

http://1.bp.blogspot.com/-J9tULm-vxh8/Uj_21rqRk1I/AAAAAAAAYCg/YkranYlqXwA/s800/dokusyo_woman.png
http://1.bp.blogspot.com/-J9tULm-vxh8/Uj_21rqRk1I/AAAAAAAAYCg/YkranYlqXwA/s800/dokusyo_woman.png

