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図書館で暮らしを創ろう make your Life & our  Culture ! 

自転車屋さんの高橋くん 
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 ◇場所 墨俣地域事務所１階 

 ◇期間 令和4年11月1日（火）～令和5年2月28日（火） 

 

 ◇時間 9：00～17：00 

 ◇休館日 月曜日、毎月最終金曜日、祝日の翌日、年末年始 

大
垣 

上
石
津 

※図書や雑誌の閲覧はできません。 

墨俣さくら会館の空調設備改修工事に伴い、墨俣図書館の臨時

窓口を設置します。 

ご存知ですか？コミック「自転車屋さんの

高橋くん」（松虫あられ/リイド社）が俳優鈴

木伸行さん（劇団EXILE）と、女優の内田

理央さんの共演で実写ドラマ化。１１月か

ら放送されます。 

このコミックが出版されたころから、図書

館の職員の中では大垣の見慣れた風景が

出ていることで話題となっていました。 

大垣の素朴な風景が伝わるといいな～

と、ドラマを楽しみにしています。 

◇主な取り扱い業務

区　分 内　容

窓口及びリクエスト用紙による予約予　約

事前に予約された図書のみ貸出し
（※予約図書の準備ができましたら図書館
　　から連絡をしますので、臨時窓口へお
　　越しください。）

貸出し

返　却
臨時窓口への返却
墨俣地域事務所返却ポスト

（※墨俣地域事務所玄関に返却ポストを
　　設置しますので、夜間や休館日には
　　ご利用ください。）

返却ポスト 

＊市立図書館以外の本は投入しない 

 でください。 

＊開館中は、窓口に返却くださいま 

 すようお願いします。 

月　日 曜 時　間 会　場 内　容

大垣（児童室） はるじぃのたんけんおはなしの森

上石津 上石津のちいさい秋みつけたょ

11月5日 土 大垣（児童室） 秋のおはなし会　Part１

11月6日 日 大垣（児童室） 秋のおはなし会　Part２

11月3日 祝・木

10:30～

大垣の風景（ワンシーン） 

大垣市立図書館２階の北側通路に 

「大垣の風景（ﾜﾝｼｰﾝ）」コーナーを 

設置しました。ぜひ、ご覧ください。 

今回ドラマ化された「自転車屋さん 

の高橋くん」のほか、映画化された 

「聲の形」や「ブルーヘブンを君に」 

など地図でストーリーの中に出てくる

場所を紹介しております。 

 

©松虫あられ リイド社 



10月29日（土）大垣市読書講演会「市川里美の世界～

世界の旅から生まれた絵本～」を、スイトピアホールで

開催しました。 

市川さんが世界を旅し、スケッチし、そのなかから生ま

れる絵本の数々。旅先の写真や、旅先のエピソードな

ど、また講演中にも、会場から気軽に質問をいただき、

市川さんが答えるという、和やかな講演会でした。 

 
図書館１階のロビーでは、「市川里美の世界展」

を開催しております。 

世界を旅した際のスケッチ画や、旅先の手作り楽

器や絵本に出てくる人形などを展示しておりま

す。今回の展示、初公開のスケッチ画も展示して

おります。ぜひ、ご来館の際にはご覧ください。 

絵本に出てくる木の実の楽器と人形 
旅先で描いたスケッチ画 

旅先で描いたスケッチ画 



10月13日（木）に大垣市立南中学校、27日（木）に大垣市立北中学校の職場体験を実施しました。 

朝の開館準備から、本の配架、新刊・雑誌の受入れ、おすすめ本コーナーの設置、本のおたのしみ袋を作った

りと様々な体験をしました。 

 

・普段見ていることが図書館の仕事のほんの一部だったことを実感しました。 

・新刊を受け入れるのに、思った以上に手間がかかることを知りました。 

・開館前からずっとバタバタと動いていてとても驚きました。 

・裏では予約本の準備や、配架など様々な仕事があるからこそ、気持ちよく図書館を利用できるのだと思い

ました。 

感想 

 

・思っている以上にすることが多くて驚きました。やるべき仕事が多いというのもあり、もっと視野を広げ

て行動をすることも大切だと思いました。 

・本のジャンルや特徴をとらえることで、自分にはどのような本が向いているのかなどが分かることが出来

てよかった。 

・図書館の本が、どのようにして貸し出されているのか、とてもよくわかりました。 

感想 

実習生：大垣市立南中学校（２年生・４名） 

    大垣市立北中学校（２年生・３名） 

新刊受入れ作業 予約本準備作業 予約本準備作業 本のおたのしみ袋作り 

おすすめ本コーナー 

本のおたのしみ袋作り 

本のおたのしみ袋 

予約本準備作業 



展示テーマ 本の紹介 内  容 場  所

きせつのえほん
七五三、芋掘り、落ち葉、きのこなど秋を連想させる絵
本を紹介しています。絵本のなかで楽しい秋を満喫して
ください。

児童閲覧室

みんなだいすき
のりものだいしゅうごう

働くくるま・電車・飛行機などいろんな乗り物がいっぱ
いの絵本をあつめました。乗り物好きな子集まれ～♪

児童閲覧室

どんないろがすき？
いろんな色で描かれた絵本を集めました。お気に入りの
色は見つかりましたか？

児童閲覧室

海外文学にふれよう
題名は聞いたことがあるけど内容はよく知らない…
という作品や、映像化された海外文学を集めました。

YAコーナー

かんたんストレッチ
日常生活や、椅子に座ったままでもできる簡単な運動か
ら体を動かすことを始めませんか？

生活情報コーナー

読書のすすめ
「本を読むと若くなる」といわれます。「本を読むと美
しくなる」ともいわれます。これからの季節、本を読ん
でみませんか？

生活情報

市川里美の世界

世界を旅しながら絵本を描く市川里美さんの絵本です。
「市川里美の世界展」では、この絵本の基となるスケッ
チ画を展示しております。スケッチ画と絵本を共にお楽
しみください。

家族の暮らし
応援コーナー

ミステリー小説
10月7日はミステリー記念日。いろいろなミステリー小
説を集めてみました。

一般閲覧室

歴代　日本SF大賞作品

日本SF大賞は、日本SF作家クラブが1980年に創設しまし

た。

年1回、1年間に発表された作品（出版物や映像作品、現実に

起きた出来事、製品）の中から選ばれます。

一般閲覧室

中国の歴史・文化
本年は、日中国交正常化50周年に当たります。
中国の歴史や文化にふれてみませんか。

一般閲覧室

台所で過ごす豊かな時間
食欲の秋です。台所での時間を充実させませんか？料理
や器、台所道具の本、憧れの台所を作るヒント、お料理
エッセイなどを紹介します。

上石津

職場体験の中学生
　　　　　　おすすめの本

上石津図書館で職場体験をした中学生のみなさんより、
おすすめの本を紹介します。若い世代の選本にどうぞご
注目！

上石津

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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  【千歳飴】 
七五三は11月15日に行われる子供のお祝いで、七五三祝（しめいわい）とも呼ばれる。…そのお子さんの手には、

引きずるくらい長い千歳飴の袋が持たれている。中の飴はめでたさを表すべく紅白の長いもの。袋の図柄がまたい

い。おめでたごとの定番の松竹梅に加えて、千年生きるという鶴と万年の亀。さらには“お前百まで、わしゃ九十九ま

で”というわけで、箒を持ったおばあさんと熊手を持ったお爺さんのデザインで描かれている。ここまで育った子にさら

に長寿をとの願いが、存分に込められているのが、この千歳飴というわけである。 



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 

※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。 

大垣市図書館 
 

Facebook Instagram 

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。 

乳幼児のためのおはなし会「おひざでだっこ」 
絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊びなど、親子でスキンシップを楽しみなが

らできるひとときをお過ごしください。 

   大 垣  11/9（水）・11/10（木）・11/11（金） 

      13：30～15：00 
 ※４か月児、１０か月児、１歳６か月児健康診査の方に、 

  「読み聞かせ」体験のご案内をしております。 
 

 上石津・墨俣 4か月児健康診査時のブックスタートを再開しました。 

 ※１０か月児、１歳６か月児健康診査の方に、「読み聞かせ」体験の 

  ご案内をしております。  

大 垣  毎月第２・４水曜日   10：30～ 

上石津  毎週木曜日      10：30～ 

墨 俣  （臨時窓口業務中につきお休み） 

 ※各館、休館日となった場合の振替はありません。 

ブックスタートの「読み聞かせ」体験  

11月　カレンダー
大垣

日 月 火 水 木 金 土
10/30 10/31 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 12/1 12/2 12/3

 
ｵﾝﾗｲﾝ歴史講座 

13:30～ 

文化の日 

 （展示）市川里美の世界展 

10/29～11/23 

上石津 墨俣

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
10/30 10/31 1 2 3 4 5 10/30 10/31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 12/1 12/2 12/3 27 28 29 30 12/1 12/2 12/3

勤労感謝の日 

 
ｵﾝﾗｲﾝ歴史講座 

13:30～ 

（墨俣地域事務所１階） 

大垣 
ふるさと古文書講座 

10：00～ 


