
生花でテーブル飾りを作ります。 

日時：７月 16日（土） 午前 10時～  

場所：図書館 

講師：川瀬勝久さん・安藤仁基さん 

対象：18歳以上  定員：10名（先着順）    

料金：1000円（当日集金） 

持ち物：はさみ 

申込：7月２日（土）～15日（金）に 

直接図書館まで（午前 9時～電話可） 

カブトムシの採集と飼育の方法を学びます。 

（カブトムシの雌雄をペアで差し上げます）  

日時：7月 30日（土） 午前 10時～  場所：図書館 

講師：川口邦彦さん  

対象：小学生（低学年は保護者同伴） 

定員：10人（先着順）  

料金：２００円（当日集金） 

申込：7月 16日（土）～29日（金）に直接図書館まで 

（午前 9時～電話可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 場所 内容 主催団体 対象 申込 定員 

9（土） 

午後 3時～ 

図書館 

会議室 
読み聞かせ会 

朗読ボランティア

あめんぼ 

幼児・ 

小学校低学年 

7月 1日（金）～8日（金） 

電話または直接図書館まで 

3組 

（先着順） 

16（土） 

午後 3時～ 

図書館 

会議室 

耳で楽しむ読書体験 

ストーリーテリング 
 

5歳から 

（大人も参加可） 

7月 2日（土）～15日（金） 

電話または直接図書館まで 

3組 

（先着順） 

23（土） 

午後 3時半～ 

図書館 

会議室 
英語でのおはなし会 

市国際交流協会会員 

（ふくらの家） 
幼児・小学生 

7月 9日（土）～22日（金） 

電話または直接図書館まで 

3組 

（先着順） 

＜図書館からのお願い＞ 

※館内での飲食・携帯電話のご使用はご遠慮ください。※１階ロビーでのみ水分補給をしていただきますようお願いいたします。 

※本は大切に扱ってくださいますようお願いいたします。破れた時はカウンターにお申し出ください。 

図書館で修理いたします。 

※多くの方にご利用頂くために書き込み・切り取りは絶対にしないでください。 

※DVD 等視聴覚資料の取扱いは慎重にお願いいたします。弁償となった場合は著作権分が市販価格に上乗せとなり、 

高額となる場合がございます。 

７月のおはなし会 
生け花アレンジ教室 

～テーブルの花～ 

 

夏のおたのしみ会 
ミュージックシアター、絵本、紙芝居、簡単工作など。 

日時：7月 24日（日） 午後３時～  場所：図書館 

朗読者：読み聞かせボランティアみなみこぞう 

対象：幼児から（大人も参加可） 定員：５組（先着順） 

申込：7月 10日（日）～23日（土）に直接図書館まで 

（午前 9時～電話可） 

変わります。 江南市立図書館は、 

変わりません。 

山本館長が目指す図書館とは？ 

私が目指すのは「ワクワクする出会いに溢れた図書館」です。図書館は「静かに本を読む場所」

から「出会いの場所」へと変化してきていると感じています。図書館で出会えるもの…本や電子

情報がもたらす多様な知識や情報はもちろんですが、スタッフとの触れあいやイベント等による

人との出会い、そして様々な感動と出会うことができます。新たな出会いはワクワクした気持ち

をもたらしてくれます。私は、このワクワクが溢れる図書館を目指したいと思っています。 

１年後には立派な図書館ができ上りますが、大切なのは建物よりも中身だと思っています。そこ

で、何と出会えるか、そしてどれだけワクワクできるかが重要です。そのために、いろんな仕掛

けを用意してゆきたいと思います。 

まず、自己紹介をお願いします 

はじめまして、山本です。私は新卒以来、約 35 年間、広告業界におりました。広告業界の中で

も制作の現場におりまして様々な企業のポスターや新聞・雑誌広告、TV-CM 等を作ってきまし

た。その後、2015 年に図書館業界に転職。最初は、大府市にあります「おおぶ文化交流の杜図

書館」に勤務しました。広告業界ではエンターテインメントを追及してきましたので、大府の図

書館でもイベントや広報物を通して図書館の楽しさを発信してきました。ナイトライブラリーと

題し閉館後の図書館に弦楽三重奏を入れサロンコンサートを開催したことなどが思い出に残っ

ています。また、大府では仲間たちと人形劇団を立ち上げ図書館以外でも講演をいたしました。

その後、2019 年から清須市の図書館で館長を務めました。清須での 3 年間はコロナとの闘い。

エンターテインメントよりも安全性を優先しなければならず歯がゆい思いをしてきました。 

6 月１日より、江南市立図書館は株式会社図書館流通センターが運営することになりました。 

これに伴い、館長も山本崇喜が務めることになりました。そこで、山本新館長にお話を伺いました。 

新   館   長 

インタビュー 

６月より新館長が就任しました。 

大府時代、分身ともいえるパペッ

トと。 

演目は「古事記」。コイツは駿河

国造。 

 

発行：江南市立図書館 

〒483-8106 愛知県江南市石枕町神明 82番地 TEL：（０５８７）５６－２３０６  URL：http://lib-konan.aichi.jp/ 
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７ 月 号 

江 南 市 立 図 書 館 

６月１日より江南市立図書館を運営する会社が変わり、 

それに伴いスタッフの制服が変わりました。 

突然の「見た目の変化」に 

驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。 

運営会社は変わりましたが、 

多くのスタッフは引き続き 

江南市立図書館のカウンターに立ちます。 

見た目は変わったけれど「中身は同じ人」です。 

 

しかし来年４月の新館オープンとともに 

大きな変化が訪れます。 

10か月後に始まる新しい時代を見据え、 

私たちスタッフも変わらなければなりません。 

 

これまで培ってきた伝統を受け継ぎつつ、 

新しい風を取り入れ、 

これまで以上のサービスをお届けいたします。 

 

カブトムシ飼育講座 

 

ボランティアサークル 
江南おはなしの 
ろうそく 

【図書館休館のお知らせ】 

7 月 28 日（木）は館内整理日のためお休みします。 



 

                           

 総記・哲学・歴史・地理（００１～２９９） 

 一冊の絵本が子どもを変える       多賀 一郎／著 ０１９．２ 

 稀書探訪 鹿島 茂／著 ０２４ 

 世界の「頭のいい人」がやっていることを 1冊にまとめてみた 中野 信子／著 １５９ナ 

 キミは、「怒る」以外の方法を知らないだけなんだ 森瀬 繁智／著 １５９モ 

 秋篠宮 江森 敬治／著 ２８８．４ 

 日帰りウォーキング東海 [2022]  ２９１．５ 

 社会科学・自然科学（３００～４９９） 

 図解わかる年金 2022-2023年版      中尾 幸村／著 ３６４ 

 老～い、どん！ 2 樋口 恵子／著 ３６７．７ 

 足の痛み・しびれ・はれ・変形自力でよくなる！名医が教える最新1分体操大全 ４９４．６７ 

 運動未満で体はととのう 長島 康之／著 ４９８．３ 

 技術・家政学（５００～５９９） 

 住宅営業マンぺこぺこ日記   屋敷 康蔵／著       ５２０ 

 レクサス星が丘の流儀 志賀内 泰弘／著 ５３７．０ 

 長生き地獄にならないための老後のお金大全 森永 卓郎／著     ５９１ 

  産業・芸術・スポーツ（６００～７９９） 

 子育て世代のための快適移住マニュアル 金丸 知弘／著 ６１１ 

 怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 綿貫 渉／著 ６８６．３ 

 スポーツ毒親 島沢 優子／著 ７８０ 

 プロ野球元審判は知っている 佐々木 昌信／著 ７８３．７ 

語学・文学 （８００～９９９） 

 音声学者、娘とことばの不思議に飛び込む               川原 繁人／著 ８０１ 

 日本の「英文法」ができるまで 斎藤 浩一／著 ８３０ 

 やりなおし世界文学 津村 記久子／著 ９０４ツ 

俺ではない炎上 浅倉 秋成／著 ９１３ア 

 まっとうな人生 絲山 秋子／著 ９１３イ 

 くるまの娘 宇佐見 りん／著 ９１３ウ 

 奇跡集 小野寺 史宜／著 ９１３オ 

 あきらめません！ 垣谷 美雨／著 ９１３カ 

 夜に星を放つ 窪 美澄／著 ９１３ク 

 石礫 今野 敏／著 ９１３コ 

 よろずを引くもの 西條 奈加／著 ９１３サ 

 孤蝶の城 桜木 紫乃／著 ９１３サ 

 <磯貝探偵事務所>からの御挨拶 小路 幸也／著 ９１３シ 

 競争の番人 新川 帆立／著 ９１３シ 

 任俠ショコラティエ 新堂 冬樹／著 ９１３シ 

 死神と天使の円舞曲 知念 実希人／著 ９１３チ 

 棘の家 中山 七里／著 ９１３ナ 

 スパイコードW 福田 和代／著 ９１３フ 

 宙ごはん 町田 そのこ／著 ９１３マ 

 夢をかなえるゾウ 0 水野 敬也／著 ９１３ミ 

 子宝船 宮部 みゆき／著 ９１３ミ 

 60代、ひとりで前向きに生きる 寺田 理恵子／著 ９１４テ 

 今日は、これをしました 群 ようこ／著 ９１４ム 

 パープル・ハイビスカス チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ／著 ９３３ア 

 印 アーナルデュル・インドリダソン／著 ９４９ア 

 夜の少年 ローラン・プティマンジャン／著 ９５３フ 

 雌犬 ピラール・キンタナ／著 ９６３キ 

 京都伏見のあやかし甘味帖  [8] 柏 てん／著 Ｂ９１３カ 

     婚活食堂   ６ ７ 山口 恵以子／著 Ｂ１９３ヤ 

     髪追い 輪渡 颯介／[著] Ｂ１９３ワ 

（２０２２／５／１６ ～ ２０２２／６／１２） 

※一部のみのご紹介となります 新着図書案内 


