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児童書（SDGs関連本）をご寄贈いただきました 
 「公益財団法人 だいしん緑化文化振興財団」様は、社

会教育に関し助成を行い、併せて芸術文化の振興発展に寄

与することを目的に、地方公共団体等を通じた図書の寄贈

などの活動を行われております。 

 この度、子どもの読書活動の推進のため、大垣市立図書

館にSDGsに関する児童図書をご寄贈いただきました。ご

寄贈いただいた本については、大垣市図書館（３館）で貸

出しするほか、学校図書館との連携で行われる図書館まつ

りなどで活用していきます。 

「ポケット学芸員」アプリのご案内 

 4月1日（金）から開催の所蔵品展「資料でたど

る大垣城の歴史展」が、早稲田システム株式会社提

供のミュージアム展示ガイドアプリ「ポケット学芸

員」で利用できるようになります。（アプリは右の

QRコードよりダウンロード可能） 

 今後、図書館主催の所蔵品展をはじめ、大垣市の

文化施設でも随時利用できるようになります。 
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開催中～5/15(日)まで 

主催：岐阜県公共図書館協議会 

4/29(金)～5/8(日) 

大垣/上石津/墨俣 

「おたのしみセット」で 

借りてみよう 

リサイクル 

フェア 

 
はるじぃの 

おはなしのじかん 

ゲリラライブ 

4/29(金)～5/8(日) 

GW中のどこか 

※開催当日Facebookで 

お知らせします 

 「スタンプラリー」で 

 図書館めぐりをしてみよう 

2022・第64回 こどもの読書週間 

4/23～5/12 
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『あ・さ・ご・は・ん』 

 
作：武田美穂 

ほるぷ出版  

『あがりめさがりめ』 

作：ましませつこ 

 こぐま社  

『おばけのてんぷら』 

作：せなけいこ 

ポプラ社  

 自分でできることが増え、身の回りのものに興味を持ち始めた頃

のお子様を対象に大垣市図書館が独自におすすめ絵本リストを作成

しました。２年ぶりに３歳からのおすすめ本を見直しました。 

     

    マークが新たに入れ替えた本です。 

『きいろいのはちょうちょ』 

作：五味太郎 
偕成社  

 

『くまのコールテンくん』 

作：ドン・フリーマン 

偕成社  

 

『このにおい なんのにおい』 

作：柳原良平 

こぐま社  

『ごろごろにゃーん』 

 
作：長新太 

福音館書店 

『こんとあき』 

作：林明子 

福音館書店  

『さつまのおいも』 

 
作：中川ひろたか 

童心社  

『３びきのくま』 

 
作：トルストイ 

福音館書店  

 

『しんごうきピコリ』 

作：ザ・キャビンカンパニー 

あかね書房  

『すいかのたね』 

作：さとうわきこ 

福音館書店  

 

『ぞうくんのさんぽ』 

 
作：なかのひろたか 

 
福音館書店  

 

『たまごにいちゃん』 

 
作：あきやまただし 

鈴木出版  

『だるまちゃんとてんぐちゃん』 

作：加古里子 

福音館書店  

『ちいさなねこ』 

 
作：石井桃子 

 
福音館書店  

『ティッチ』 

 
作：パット・パットンス 

福音館書店  

『どうすればいいのかな？』 

作：わたなべしげお 

福音館書店  

『どうぞのいす』 
作：香山美子 

ひさかたチャイルド 

『はなをくんくん』 

 
作：ルース・クラウス 

福音館書店  

『ピヨピヨスーパーマーケット』 

作：工藤ノリコ 

佼成出版社  

『ピン・ポン・バス』 

 
作：竹下文子 

 
偕成社  

『ぶーちゃんとおにいちゃん』 

作：島田ゆか 

白泉社  

『ぶん ぶん ぶるるん』 
作：バイロン・バートン 

ぽるぷ出版  

『ぼうしとったら』 
作：ｔｕｐｅｒａｔｕｐｅｒａ 

学研プラス  

『ぼく、だんごむし』 
作：得田之久 

福音館書店  

『よるくま』 

作：酒井駒子 

偕成社  

『わにわにのおふろ』 
作：小風さち 
福音館書店  

『わらべうたであそびましょ！』 

作：さいとうしのぶ 

のら書店  

『できるかな？ 

作：エリック・カール 

偕成社  

あたまからつまさきまで』 

NEW NEW NEW 
NEW 

NEW 
NEW NEW 

NEW NEW 

NEW 
NEW 

NEW 
NEW NEW NEW 

NEW NEW NEW NEW 

NEW 



展示のご案内 

※出典：『スイーツ歳時記&お菓子の記念日』 吉田菊次郎／著  
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         【春の味覚 桜餅】 
春をイメージした時に、日本人の誰しもがまっ先に、そして無条件に頭に思い浮かべるのが桜であろ

う。…この葉を利用したすばらしいお菓子も生み出された。桜餅である。江戸は向島の長命寺の門前

にある「山本や」が、享保2（1717）年の桜の時期に売り出したのが始まりといわれている。その元祖た

る桜餅は、中身がどこにあるのかわからないほど大きな三枚の塩漬けにされた葉で覆われており、今

でも名物として脈々と作り続けられている。なお、現在ではそれを基にアレンジした形のものが、全国

各地で親しまれるまでになっている。 

展示テーマ 本の紹介 内  容 場  所

はるのえほん
春らしさが詰まった絵本をたくさん展示しています。
イースターに向けて、うさぎの絵本も集めました。

児童閲覧室

たくさんのふしぎ
身近なふしぎやギモンについて教えてくれる科学絵本を
読んでみませんか。

児童閲覧室

職員が選んだおすすめ絵本
3～4歳のお子さん向けのおすすめ絵本を紹介していま
す。

児童閲覧室

旅行気分を味わおう
5月16日は旅の日です。
あたたかくなってきてお出かけ日和！…ですが、今は本

の中で旅を楽しみましょう！

YAコーナー

野菜・果樹・花
～     ざんまい～

育つ楽しみ！実るよろこび!!花咲く幸せ!!!
今回は土作りから種・苗の植え時などがわかる本を集め

ました。みなさんも挑戦してみませんか？

生活情報コーナー

新生活の準備はOK？
４月からの新生活の準備はできましたか？進級、入学、
新社会人…新生活の参考になる本を紹介します。

家族の暮らし
応援コーナー

ウクライナを知ろう
・平和を願う本

絵本「てぶくろ」をはじめ、ウクライナの民話絵本や、

ウクライナを知るための本と、一日も早く平和な世界に
なりますよう、「平和を願う」をテーマに本を集めまし

た

家族の暮らし
応援コーナー

春・サクラ・さくら
春、桜に関する本を集めました。今年は花の開花が例年
より遅いようです。桜が咲く日が楽しみですね。

家族の暮らし
応援コーナー

短編小説の愉しみ
１冊の中で多種多様な物語に出会えるところが短編小説

の魅力！短い時間でも物語の世界に浸るひとときを愉し
んでください。

一般閲覧室

沖縄県本土復帰50周年
沖縄県は2022年５月１５日に本土復帰５０周年を迎え
ます。それにちなんで沖縄にまつわる本を集めました。

一般閲覧室

ありがとう❕を届けよう
「ありがとう」は感謝の気持ちを表し、伝えあう言葉で

す。「ありがとう」や「感謝」にかかわる本を集めまし
た。

一般閲覧室

春　到来！！
心地よい春の日差しに誘われて、外へ出てみませんか？
遠くに行かなくても、身近な自然を楽しみたくなる本を

紹介します。お花見、山菜採りも楽しみです。

上石津

発表・本屋大賞
全国の書店員さんの投票で決まる本屋大賞。ノミネート
作品は毎年予約が集中します。過去のノミネート作品の

紹介です。読み忘れはございませんか？

上石津

春から始めるお弁当
新学期や新生活にお弁当を持って新しい一歩を踏み出す

人も多い春。そこで、毎日のお弁当作りのヒントがいっ
ぱいの本を紹介します。

墨俣



大垣市立図書館 TEL 0584-78-2622 FAX  0584-78-2775  

（上石津図書館 0584-45-3118 墨俣図書館 0584-84-3814） 

 

大垣市立図書館 

大垣市図書館 

Facebook 

図書館の最新情報やお知

らせ、図書館の裏を知るこ

とができたり、時には見逃

せない情報が出ます。ぜ

ひフォローしてください。 

所蔵品展   

上石津 墨俣

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 1 2 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 1 2

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

4月　カレンダー
大垣

日 月 火 水 木 金 土
3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 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昭和の日 

4/29～5/8 こども読書フェア 

大垣/上石津/墨俣 

資料でたどる大垣城の歴史展 

【会期】令和4年4月1日(金)～6月23日(木) 

【場所】大垣市立図書館3階郷土資料室展示コーナー 

今回の展示では、中世から現代ま

での大垣城の歴史を左の「大垣御

城下図」（寛永14～19年頃）など

の所蔵資料をもとに紹介します。 

※行事等は新型コロナ感染症の

状況により、変更する場合があ

ります。詳しくは、図書館HP

でご確認ください。 




