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芯山梨県立
＝図書館き琵詳震AL
山梨県立図書館（かいぶらり）

凰館記念行事のこ＿案内＿＿

㌃阿刀田高館長記念講演
11月11日（日）1400－（イベントスペース）

絵本作家スズキコージ氏講演会＆絵本原画展
講演会11月18日（日）1330～（多目的ホール）

原画展11月18日（H）～24日（土）（交流ルーム）

閑鮨記念トークショイ若い読書を育てる」
11月23日（金）勤労感謝の日1330～（イベントスペース）
出演里中満智子氏（マンガ家）、森絵都氏（作家）、阿刀田高館長

〒400－0024山梨県甲府市北口2－8－1TELO55－255－1040　FAXO55－255－1042　E－maluen－tOSho＠＝bprefyamanashL」P



開館記念行事のご案内

ききみみずきんおはなしの会開館おめでとうおはなし会
11月12日（月）～18日（日）11・00～／11：30～／15・00～／16・00～（交流ルーム104）

※16日（金）は上記に加え1900－も実施　※18日（日）は11．00～／1145～に実施

開館記念コンサート
11月17日（土）15：30～出演県内高校生のみなさん（多目的ホール）

12月2日（日）1330～出演オカリナ奏者弓場さつきさん（多目的ホール）

おはなし★おはなし2012秋（県内図書館ボランティア合同発表会）

11月25日（日）1330～（交流ルーム各室）

第27回山梨県図書館大会
11月30日（金）13・30～（イベントスペースほか）

′　グリム童話誕生二百年・昔ばなし大学創立二十周年記念「グリム童話を語る会」

12月2日（日）1100～／14：00～（交流ルーム101）

ようこそ‘‘ローラ物語’’の世界へ！
r大草原の小さな家」作者ローラ　インガルス　ワイルター展＆イヘント

パネル屈12月4日（火）～8日（土）10．00～1600（交流ルーム104）

谷口由美子氏（翻訳家）講演会＆コンサート
12月8日（土）講演会13：30～／コンサート14：45～（多目的ホール）

阿刀田館長連続講座「古事記とギリシア神話一古典の英知に学ぶ」

第1回12月15日（土）　第2回1月26日（土）第3回：2月16日（土）

第4回．3月16日（土）　第5回4月20日（土）第6回●5月18日（土）

世界のバリアフリー絵本展
1月12日（土）～25日（金）※15日（火）、21日（月）はお休み

＿＿　大沢在呂氏講演会　2月3日（日）
吉岡忍氏講演会　　2月24日（日）

∴朗読21公演　　　　3月24日（日）

※詳細は、県立図書館ホームページ、チラシなどでお知らせします。

○
新紺屋小学校
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〇帝京山梨看護
専門字校

ノ軍r禦ぎ…。窒芸文化…

認諾　NHK　藤村記念館○煮
〇　〇申府放送局よっちや諾造聾

‾鴎≡ご、・ミ、、　　∴

開館時間平日　　　　900～2000

土日・祝日　900～1900

交流エリア　900～2100

休館日．閲覧エリア　月曜日（日日の合臍の翌日1、年末年始等

交流エリア　年末年始等

山梨県立図書館（かいぶらり）
〒400－0024山梨県甲府市北口2－8－1

TEL055－255－1040（代表）／255－1041（穂設予約）

FAXO55－255－1042

URLhttp／／vvwwllbp「efyamanashl」P／

E－mallken－tOSho＠lrbprel＝yamanashlJP

山梨県立図書館 〔亘亘〕



斬山梨県立国書館開館記念

阿刀田高館長記念講演

読書はおいしいぞ
阿刀田館長が、新県立図書館で県民のみなさまに送る最初のメッセージです。

ぜひご聴講ください。

日　時11月11日（日）

午後2時～3時30分

会場　県立図書館1階イベントスペース

聴講無料
事前申込不要
（走且300名）

向い合わせ先

阿刀田高館長プロフィール

1935（昭和10）年、支点生まれ。

大学卒業後11年間国立国会園雷館に司書

として勤務。

1979年『来妨看』で日本推理作家協会賞

受賞。同年短縮集『ナポレオン狂』で第　81

回直木賞受賞。1997　年　r新トロイア物語」

で吉川英治文学賞受賞。

2003年に紫綬褒章、2009年に旭日中綬章

を受勲。

2012年、山梨県立図書館長に就任。

前日本ペンクラブ会長、元文化庁文化審離

会会長、文字・活字文化推進機構副会長、直

木賞選考委員。

山梨県立回書館総務企画課金可振興担当
電話055－255－1040
甲府市北口2－8－1（JR甲府駅北口から徒歩的3分）



11月のおもな図書館行事

◇ききみみずきんおはなしの会　開館おめでとうおはなし会　交流ルーム104

11月12日（月）－188（日）11：00・－／11：30－／15：00－／16：00～

用日（金）は19；00～も実施18日（日）は11：00～／1．1：45－に実施

◇開館記念ライブラリー“フレッシュ”コンサート　多目的ホール

第1回11月17日（土）15：30－　出演：県内高校生のみなさん

第2回12月　2日（日）13：30－　出濃：弓場さつきさん（オかJナ奏者）

◇絵本作家スズキコージ氏トーク＆絵本原画展

トークイベント11月18日（日）13：30～　　多目的ホール

絵本原画展11月18日（日）－24日（土）交流ルーム

◇開館記念トークショー「若い読雷を育てる」

11月23日（金）勤労感謝の日13：30－　イベントスペース

出演：里中満智子氏（マンガ蒙）、森絵都氏く作家）、阿刀田館長

※申込み・問い合わせ先トークショー事務局（アドブレーン社）

t惜055－231－3311　FAXO55－254－8000

◇おはなし☆おはなし2012秋（県内圃暮館ボランティア合同発表会）

11月25日（日）13：80－　交流ルーム各室

◇　第27回山梨県図雷館大会

11月30日（金）13：30－　イベントスペースほか

シンポジウム「ほん・ひと・ことばから同義館の未来を居る」

出演；金田一秀穂氏く杏林大学教授）、塩見昇氏（日本図書館協会理暮長）、

阿刀田館長　コーディネーター国井雅比舌氏（NHKエグゼクティブアナウンサー）

※詳しくは県立図暮せホームページ、ちらしなどをご覧ください。

囲霊館の駐車スペースには限りが

あります。（153台）

図暮せ利用者は、1時間以内は

無料、以降　30　分につき一般車は

150円の料金が必要になります。

できるだけ環境にやさしい公共交通

機関でご来館ください。

山梨県立図義館 � 

〒400－0024　山梨県甲府市北口 �2－8－1 

TELO55－255－1040　FAXO55－25 �5－1042 

E－mailk8n－tO＄ho創ib．prof．yama �nashUp 



題 ききみみずきんおはなしの会

隋館おめでとうおはなし合
さ垂垂⊃

2012年11月12日（月）～17日（土）

11：00～／11：30～／15：00～／16：00～

16日（金）は19：00～20：20まで大人のためのおはなし会を行います。

18日（日）は11：00～12：30まで第25回秋のおはなしのつどいを行います。

ところ：山梨巣立団書館岬靡徽義口〉安濃ルーム104

（図書館北側駐車場は1時間無料です。）

11／12（月） �11／13（火） �11／14（水） �11／15（木） �11／1針金） �11／17く土） �11′18（日） 

午前11：00 �0・1・2慮 �0・1・2歳 �0・1・2歳 �0・1・2歳 �0・1・2歳 �0・1・2歳 �軟の紺なuDつとい 

～11：25 �対象 �対象 �対象 �対象 �対象 �対象 �【11：00－11：30】 5■～小学生向け 【11：45■－12：30】 小事生高攣年から 大人向け 

午前11：30 �2．3歳 �2．3歳 �2．3歳 �2．3歳 �2．3歳 �2．3歳 

～11：55 �対象 �対象 �対象 �対象 �対象 �対象 

午後3：00 �4歳くらい �4歳くらい �4歳くらい �4歳くらい �4歳くらい �【午後2：00 

～3：30 �から �から �から �から �から �から2：30】 4歳くらいから 

午後4：00 �5歳くらい �5歳くらい �5歳くらい �5歳くらい �5歳くらいか �【午後3：00 

・－4：30 �から小学生 �から小学生 �から小学生 �から小学生 �ら小学生 �から3：30】 

対象 �対象 �対象 �対象 �対象 �5歳くらいから 小学生対象 

★16日（金）は19：00～20：20まで大人のためのおはなし会を行います。

′　－　－　－　－　－　－　－－．■’‾・‾・■　－　－　－　－　－‾－　－　－．・■■‾　‾‾▲－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　－　、

l′新県立図書館開館おめでとうございます。ききみみずきんおはなしの会軋おはなしのもつ1

！素朴な楽しさ・ことばのリズムの美しさ、快さ、生の声で語られるぬくもりを子どもたちに：

l　伝えたい、子どもたちとおはなしを共有したいと、1987年に山梨県立図書館こども室で　l

うぶ声をあげました。新しい県立図書館の開館をお祝いし

の会から開館おめでとうおはなし会をおくります。

みなさまのお越しをお待ちいたしております∩
、　－．－　－＿－　－　－　－．－．－．－．－．●．●　●　－．－．－．－　－　－▲－　－　－　＿

問い合わせ先 � 

山梨県立図書館 �055・255－1040 

ききみ秘事等んおはな∽会 �055・227・7807（丸茂） 

謬
主催：翻瑚　おuu会
共催：山梨県立国書館

はなし

去
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＼



新しくなった県立図書館に、図書館ボランティアが集まります。おはなし、読み聞かせ、
人形劇などなど、あれもこれも見たいものがたくさん。
ご家族で、、、お友達と、、、もちろんひとりでも、入場できます。

2012年11月25日　伯）

上演時間　年後1：30～3：20

受付　午後1：00（開場年後1：15）

場所　山梨県立回暮籠仲府則拍I交流ルーム
図暮館北側駐車場（入り口東側）は1時間無料です。公共交通機関もご利用ください。

きき三三三三三宝；三軍彗
山梨子どもの本研究会（県内）
人形劇　「世とうちたし1己さん　わらペう危うたいタイJ

なでしこの会（甲府市）

人形劇　「まあちゃんのながいかみJ

おはなしの会ぐるんば（笛吹市）

立体紙芝居　r林の中からJ

己のはなさくや（富士吉田市）

大聖絵本　「たまごにいちゃんJ

ぴっかり（昭和町）

大聖絵本　「もりのかくれんぼうJ

ささみみずきんおlまなしの会（県内）

ボランティアグループの
展示コーナーの他、
お子さんには、

折り紙作品
（甲府文庫連絡会

のプレゼントも
あります。

おはなし　「鳥香乾くとりのみじい）J

－さんの会（中央市）

大聖紙芝居　「ぶんぶくちゃがまJ

○葛。（撃。め○㊦。㊦

主催　国暮館ボランティアやまむし
共催　山梨県立図書館

問い合わせ　山製県立図書館　　　　　055－255－1040 � 

図書館ボランティアやまなし055－283－3348（代表・舛 �藤順子） 
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グリム童話誕生二百年、青ばなし大学創立二十周年記念

グリム童話が誕生して二百年。「赤ずきん」や「おおかみと七ひきのこやぎ」など

誰もが知っているおはなしから、知る人ぞ知るグリム童話まで、私たちといっしょ

に耳で聞いて楽しみませんか？

◆2012年12月2日（日）

◎午前の部
11：00～12：30（開場10：30－）

◎午後の部
14：00～15：30（開場13：30～）

◆山梨県立図書館1階交流ルーム101

◆定員　各25名
（午前の部、午後の部ともに当日先着順）

◆入場無料

譲 
、く塵 � � 

＋ヽ　▲◆ 　　　≡≡謹15－仁で 

ー ��1 

≡芸‾監盛鵡r㌫r－ 

オットー・ウペローデ／町「ホレ婆さん」

プログラム（予定）

く午前の部〉「七羽のからす」「ホレおばさん」
「ねむりひめ」「こびとと靴屋J「もの知り博士」

「赤ずきんJrガチョウ番の娘」

く年後の部〉「ホレばあさん」「三人の糸つむぎ女」
「ラブンツエル」rおおかみと七ひきの子やぎ」

オットー●。ペローデ／Ⅶ「狼と7ひきの子山羊」　　　「こびととくつや」「十二人兄弟」

※駐車場は有料ですく1時間は無料。そのあと30分ごとに￥150）

公共機関のご利用をお願いします。

◆お問い合わせ◆

鈴木　和代鳳055－285－5683　押田　真理子駄055－279－9504

共催　山梨県立図書館（JR甲府駅北口前）
山梨県甲府市北口2－8－1向．055－255－1040



かいぶらり教養セミナー

阿刀田高館長連続講座

古事記とギリシャ神話
一古典の英知に学ぶ－

阿刀田館長が自身で企画し、講師を務める全6回の連続講座です。

［：：：コ �日　　　　　　程 �内　　　　　　　　　容 

直垂］ �平成24年12月15日（土） �『古事記』の誕生と古代史、評価の変転と現在 

≡ �平成25年1月26日（土） �神鰭としてのF古事記』そのおもしろさ、寓意性、 文筆性（1） 

E∃ �平成25年2月16日（土） �神話としての『古事記』そのおもしろさ、寓意性、 文学性（2） 

直を亘］ �平成25年3月16日（土） �ギリシャ文化のすぼらしさ、時代を超える英知 

匝亘亘l �平成25年4月20日（土） �ギリシャ神晴のあらまし、寓意性、文学性（1） 

巴∃ �平成25年5月18日（土） �ギリシャ神鱈のあらまし、寓意性、文筆性（2） 多神教の神陣を考える 

時間はいずれも午後1時30分～4時

会場：山梨県立国書瀬上多目的ホール（第5回のみイヘ・ントスへ・一ス）

走且：80名（先着順）　　受講料：無料

応募要件：高校生以上の方、全回出席可能な方、
あらかじめ教材をお読みいただける方

教材『楽しい古事記』（阿刀田高著、角川文庫）
『私のギリシャ神話』（阿刀田高著、集英社文庫）

申込方法：電話、FAX（裏面申込用紙）、ハガ手、E－mail

氏名、住所、電話番号をお知らせください
11月11日（日）午後1時受付開始



巴引□帽濫槽『∈∃園□RI司

世界の／りアフリー絵本展
国際児童図書評議会2011年推薦図書展

2013年1月12日（土）～25日（金）
※15日（火）、21日（月）は休み

平日　　午前9時～午後8時
土白根　午前〇時一午後7時

展示概要

「国際児童図書評議会（IBBY）障害児図書賃料センター」が世界各国から募㌢

集し選んだ障害のある子どものための絵本や、その必要性に対する理解を深巨

めることを目的とした推薦図書を展示します。　　　　　　　　　　　　　・

内容は、r絵文字つき絵本J「手話つき絵本」「点字つき絵本・さわる絵本」「布．

の絵本」「障害が措かれている図書」など7分野60作品で、実物を手に取って・

ご覧いただくことができます。

場所：山梨県立国霊媒1階　交流ルーム101、102

〒朋肛・0024甲府市北口2－8－1
TEL：066－266－1040

http：〝MT．lib．prof．y■鳩na裾．jp／

i［享］区ヨ回IJ i巨璽⇒
主催：山梨県立図書館共催：社団法人　日本国際児童図書評議会（IBBY） ［麺垂］


