
田原市図書館

Vol.15 2020.10～11

９月５日（土）、６日（日）の２日間、

豊橋技術科学大学インタラクションデザイン研究室か

ら「弱いロボット」がやってきました。

図書館での性能調査２回目となる今回は、なんと

５種類のロボットを連れてきてくれました。かわいい

ロボットたちは館内だけでなくアトリウムでも人気者。

小さなお子さんだけでなく、大人だってロボットのこ

とが気になり、みんな興味津々なようすで楽しそうに

ふれあっていました。

なにしてる
の～？

どーやって
きたの～？

へぇ～

また！
弱いロボットがやってきた！！



イベント情報

中央（0531）23-4946 赤羽根（0531）45-3426 渥美（0531）33-1114

中央 いきいき元気！

音読タイム ～秋の巻～
声に出して読む音読は、脳の活性化に効果があると言われています。

どの回からでも参加OK.  みんなで音読を楽しみましょう。

【日 時】 １０月２3日（金）、１１月２７日（金）、１２月２５日（金）

午前１０時３０分～１１時４５分

【場 所】 中央図書館 こどもしつ

【内 容】 名作文学や詩・民話などを、みんなで声に出して読み合います

【対 象】 どなたでも

【申し込み】不要です。直接会場にお越しください

ロケットゲーム

中央 工作教室

ロケットゲームを

つくろう！

【日 時】 １２月２５日（金） 午後２時～午後３時３０分

【場 所】 田原文化会館 アトリエ

【内 容】 当たりの棒を引くと、びよ～んとロケットが飛び出すおもちゃを作ります

【定 員】 小学生 ２０名（受付順）

【持ち物】 カラーペン、のり、木工用ボンド、はさみ、わゴム１本

【申し込み】１２月１日（火）午前１０時から図書館カウンター、または電話にて

※本人、または家族の方が申し込んでください。



①セルフ工作 リンゴで飾ろう！！

【期間】１０月１０日（土）～１１月１２日（木）

【場所】階段前テーブル付近

【内容】画用紙や包装紙でリンゴを作って図書館に飾ります

②あけてびっくり！おたのしみ袋

【日時】１１月１日（日）午前１０時～なくなり次第終了

【場所】カウンター付近

【内容】司書が選んだおすすめ本３冊を新聞紙で作ったエコバックに

詰め合わせて貸出します！どんな本が入っているかはお楽しみ！

数量限定→大人向け１０袋、子ども向け１０袋

③おはなし会

【場所】おはなしコーナー

【日時】１１月１日（日）午前１０時３０分～

【内容】おはなし手のひらの会による

読み聞かせや手遊び

11/1に来てくれた方に

ぬりえをプレゼント。

おうちでぬってね！

渥美
図書館まつり



渥美 見てみて！

おうち時間、なに読んだ？

展示会

【募集期間】 １１月１４日（土）～１２月１３日（日）

【展示期間】 １１月１４日（土）～１２月２７日（日）

【 場 所 】 渥美図書館 アプローチ

【 内 容 】 おうち時間に読んだオススメの本を募集します。応募していただいた

作品は、渥美図書館一階に展示します。

指定の申込用紙に書名、感想と必要事項を記入の上、

渥美図書館カウンターへ提出してください。

申込用紙は、募集展示期間内に渥美図書館カウンターで配布します。

【 定 員 】 高校生以上 ３０名（受付順）※応募は一人一枚

赤羽根 セルフ工作

つくってみる❓

の
【日 時】 １０月１０日（土）～１０月３１日（土）

【場 所】 赤羽根図書館 こどもしつ前の机

【内 容】 英字新聞紙を使ってがいこつのバッグを作ります。

新型コロナウィルス感染症予防を考慮し滞在時間短縮のため、

目や鼻、取っ手などのパーツは

自宅で付けて完成となります。

【対 象】 どなたでも



田 原 市 図 書 館 ・ 田 原 市 博 物 館

大 草 校 区 連 携 事 業

山田もと
生誕 1 0 0年記念事業

もとばあちゃんが残した

たはらの民話

田原市大草町出身の山田もとさんは

郷土を代表する児童文学作家で、2020

年に生誕100年を迎えました。『水の

歌』をはじめ、田原に伝わる民話や伝

説、昔の子どもたちの暮らしぶりを描

いた作品などを数多く残しています。

その功績を広く知っていただき、

作品に触れていただくため、図書館・

博物館・大草校区が連携し、様々な

催しを行います。



１．記念行事 12/20（日）13：30～15：40

場所：田原文化会館 多目的ホール

定員：80名（受付順）

申し込み：11/14（土）10：00～直接、電話、Faxにて

内容

朗 読 成章高校演劇部による作品の朗読

演目：「表浜むかし話」ほか

講 演 「地域のおはなしを語り継ぐ魅力

～田原・豊橋の民話300話を事例に～」

講師：内浦有美氏（ばったり堂）

内容：もとさんの作品を含む田原の民話、

地域の民話の魅力について語る

演 劇 大草小学校４年生による

もとさんの代表作『水の歌』の公演

博 物 館 の

展 示 紹 介

博物館の平常展『渥美半島と文学 児童文学

作家 山田もと』について紹介

座 談 会 もとさんの教え子等による座談会。

もとさんの残した言葉や人柄について、

記憶の風景とともに思い出を語る。

人 物 紹 介 山田もとさんについて紹介



３．おはなし会

日時：1/24(日) 14:00～

場所：中央図書館 おはなしのへや

内容：『もとばあちゃんのおはなし』ほか

定員：10組（受付順）

２．図書館・大草校区展示

企画展「生誕100年 もとばあちゃんが残した たはらの民話」

期間：12/12（土）～2/11（木祝）

場所：中央図書館、渥美図書館、赤羽根図書館、大草市民館

※渥美・赤羽根は1/9（土）～2/11（木祝）

内容：著作や地域の民話・伝説の紹介、関連資料や年譜の展示 ほか

６．博物館

平常展 『渥美半島と文学

児童文学作家 山田もと』

期間：12/5（土）～2/7（日）

場所：田原市博物館
内容：『水の歌』等の原稿および博物館に寄贈された本人原稿、書簡ほか

記念冊子

４．『表浜むかし話』発行

表浜地域づくり情報誌『潮騒』にて

連載された著作「表浜むかし話」

全18話を収録

◇市内の市民館や小中学校などに配布

一般310円 小中学生150円

「ほの国子どもパスポート」を提示すると、

小中学生は入場料が無料となります

５．「いきいき元気！音読タイム
～音で楽しむ 山田もと～」

日時：12/25（金） 10：30～11：45

場所：こどもしつ 大テーブル

内容：『もとばあちゃんのおはなし』より「江崎巡査」ほか を音読

対象：どなたでも（15名程度）
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みんなのおすすめ本

『同性婚 ―私たち弁護士夫夫です』

南和行／著

弁護士の南和行さんと、パートナーで同じく弁護

士の吉田昌史さん。2人が開く弁護士事務所に相談

に来る人々の訴えの数々。相談者には同性愛者の方

たちも多いが、他に「少数派」と言われる人たちや、

事情のある人たちが多い。『事情』を色眼鏡で見ず

『相談事』に集中し、事情に合わせた解決方法を法

律の面から考えてくれる、そういった場がまだまだ

少ないことに気付かされます。法律や憲法について

の解説もわかりやすく、文章も読みやすかったです。

お2人の過去のいきさつも描かれており、２人の

絆、関係の良さは正直うらやましい（笑）

ペンネーム：M

所蔵：中央

背ラベル:367.97/ﾐ

おしえてください！

あなたのおすすめ本

こんにちは！ 編集担当です！リーフでは、

ユーザーの皆さまにページに参加して頂きたいという

思いから、「あなたのおすすめ本」を大募集しています！

あなたの見つけた面白い本、役に立った本、

なんじゃこりゃー！？ な本をおしえてください。

応募用紙・投かんポストは３館に設置しています。

皆さまからの熱い投稿をお待ちしております!!


