
■「図書館ホスピタル」
三萩 せんや 著
出版：河出書房新社
★元気があれば何でもでき

ると信じていた22歳の悦

子さんは、大学を卒業し、

無職のまま新年度を迎えま

した。アルバイトの合否連

絡を待っていると、おばさんから図書

館の仕事を紹介されました。そこは、

不思議な噂の立つ図書館でした。

913.6 ミハ
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図書館

◆◆29年度 知立市図書館は30周年を迎えます!◆◆
知立市図書館は昭和62年10月22日にオープンし、平成29年10月22日には３０周年を迎えま

す。そこで、３０周年に向けて様々なイベントを計画しています。どんなイベントを実施する

かについては、図書館だより等でお知らせしていきます。（今回、３０周年企画として『月と金星を見よ

う！スペシャル』というイベントを紹介しています）この機会に、知立市図書館をこれまで以上に利用して

いただき、いろいろな本と出会い、心豊かな読書生活を送っていただきたいと思います。そこで、現在『図
書館へようこそ』としてＹＡ(ヤングアダルト)特集している本の一部を紹介します。

編集発行 知立市図書館
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平日（火、水、木、金）午前９時～午後７時

休日（土、日、祝日等）午前９時～午後５時

■「バスラの図書館員」
～イラクで本当にあった話～

ジャネット・ウィンター 文･絵

出版：晶文社

★バスラはイラクの文化的
中心都市です。バスラの女

性図書館員・アリアさんは、

戦火から図書館の本を守ろ

うと、街のみんなの助けを求め、夜、

3万冊の本を家に運びます。図書館が

焼失したのは、その9日後でした。

Ｅ ウ

■｢図書室で暮らしたい」
辻村 深月 著
出版：講談社
★作家になる前からも作家

になってからも夢中で追い

かけてきた小説、漫画、ア

ニメ、音楽、美味しいもの

などについて綴っていま

す。読むと元気になれるエ

ッセイ集です。短編「おじいちゃんと、

おひさまのかおり」も収録しています。

914.6 ツジ

◆日時 ３月４日（土）午後５時３０分～８時頃

午後５時３０分～ 第１部大人の部

６時０５分～ 第２部子どもの部(各部30分程度)

第２部終了後、新地公園で望遠鏡を使った天体観測

※大人の部のとき、おはなしコーナーで

子ども向けおはなし会を開催します。

◆場所 視聴覚室（２階）、

おはなしコーナー(1階)、新地公園(図書館南側）

◆講師 浅田 英夫 氏(天文研究家）

◆対象 第1部 中学生以上 第2部 小学生以下と保護者

※年齢は目安です。年齢での入場制限はありません。第1部は大人

向け、第2部は子ども向けの解説です。

※天体観測はどなたでも参加できます。

◆定員・申込み なし 入場無料

※人数によって、お断りする場合もあります。

◆内容 月や金星について、第1部は大人向けに少し詳しく、第2部は

子ども向けにクイズを織り交ぜながら解説します。第2部終了

後、望遠鏡で月と金星を見ます。

※雨天は視聴覚室で解説とおはなし会のみを行います。

午後8時まで開館

貸出返却もできます

図書館のク リスマス！

12/16～12/25の期間に、壁のツ
リーの台紙が、ぬり絵でいっぱ

いになりました。｢ちりゅっぴ」

は今年も大人気でした。

ぼちぼちの会の協力で、楽しいお

はなし会になりました。約163名の

参加者(うち子どもさん98名)があ
り、サンタさんも登場して、大盛

況のクリスマス会でした。

クリスマスのお絵かき広場 クリスマスのおはなし会

知立市図書館開館３０周年企画

月と金星を見よう！スペシャル

日 月 火 水 木 金 土

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

2月如月きさらぎ

書　　      名 著 　者 請求記号

日本の最も美しい図書館 立野井　一恵 ０１０．２　タ

図書館が教えてくれた発想法 高田　高史 ０１５．２　タ

図書館の殺人 青崎　有吾 ９１３．６　アオ

『図書館戦争』シリーズ 有川　浩 ９１３．６　アリ

つづきの図書館 柏葉　幸子 ９１　カ

ツクツク図書館 紺野　キリフキ ９１３．６　コン

書　　      名 著　者 請求記号

図書館の魔女 上･下 高田　大介 ９１３．６　タカ１・２

晴れた日は図書館へいこう 緑川　聖司 ９１　ミ

ふしぎな図書館 村上　春樹 ９１３．６　ムラ

れんげ野原のまんなかで 森谷　明子 ９１３．６　モリ

アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 Ｄ．Ｄ．エヴェレスト ９３　エ

わたしのとくべつな場所 パトリシア・マキサック Ｅ　ピ



◆◆ 展示コーナー ◆◆
① ２／２ ～ ２／８ 知立布と糸の会 展示

② ２／１６ ～ ２／２２ トンボの眼 展示

§ 紙芝居の会

●日 時:２月１８日(土）午後２時

◇場 所：おはなしコーナー(１階)

◇行う人：あおみの会 朗読グループ

◇内 容：「だれかさん だあれ？」

「かおりちゃんのマフラー」

・ ・

１２月受け入れ分から児童書 一般書

§ 絵本の時間
●日 時: ２月２日(木) ９日(木）

１６日(木） ２３日(木)

▼各日とも午後２時３０分から

▼１６日(木)は、午前１１時からも実施

◇場 所: おはなしコーナー(１階)

◇行う人: 図書館職員・

ボランティア

◇内 容: 絵本の読み聞かせ・ミニブック

トーク・紙芝居など

・ ・

■「４年２組がやってきた」
野村 一秋 作
出版：くもん出版
★ 脳性まひのマーくんしかいないク
ラスに、４年２組の子供たちが来
ることになり、マーくんとの交流
がはじまりました。授業参観日に、
マーくんと２組のみんながいっし
ょに、ゲームと音楽をすることに
なりました。

（対象：小学校 中学年）

９１ ノ

■「夜空と星の物語 日本の伝説編」
森山 晋平 編著
出版：パイインターナショナル

★ 浦島太郎と出会ったすばる、火
星にまで届いていた聖徳太子の
名声、怠け者を追いかけるオリ
オン座など、日本各地に伝わる2
3の星空の伝説を、美しい星空の
写真とともに紹介している本で
す。

４４３．８ ヨ

§ ２月の別置

★ 一般書『ノンフィクション理系』

『文学賞受賞作特集』

『心ときめく贈り物』

－高校生におすすめの一冊の本－

★ ＹＡ特集『図書館へようこそ』

★ 児童書『干支（エト）・節分・鬼』

新しく はいった本

降る雪が雨に変わる頃という意味の「雨水」。立春を過ぎて初めて吹き抜ける強い南寄りの風を「春

一番」と呼びますが、例年観測されるのはこの「雨水」の頃です。▼三寒四温のうちに、だんだん忍び

寄る春の足音。土にうるおいが満ち、草木も萌え出る準備を始めます。この日「雨水」を目安に１年の

農耕の準備を始めるといわれるように、気持ちを春に切り替える日ともいえます。▼「雨水」にひな人

形を飾りつけるとよい伴侶に恵まれるといわれますが、これは、この日が旧暦の小正月の時期に当たる

ことから近年いわれるようになった習わしだそうです。▼小正月は別名「女正月」で、かつて女性たち

がこの日に集まって宴を囲み、正月の労をねぎらった風習があり、女性にゆかりがあるということから

「雨水」にひな人形を飾るとよいといわれるようになりました。▼春が始まるという目安の日「雨水」

に、愛らしいおひな様があたたかい日ざしのなかでほほえんでいる姿を見たいと思います。

（歳時記のある暮らし ３８６．１ サ）
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§ おはなし会
●日 時: ２月２日(木） 午前１１時

◇場 所: おはなしコーナー(１階)

◇行う人: 読み聞かせグループぼちぼちの会

◇内 容:

｢あかたろうの１・２・３の３・４・５｣

(絵本)｢くいしんぼうのまんまるおに｣(紙芝

居)｢あかおにくん｣(しかけ）「うさぎさんが

かぜひいた」(パネルシアター)他

・・

今月の催しもの

§ ストーリーテリング
●日 時: ２月２５日(土） 午前１１時

◇場 所: 視聴覚室（２階）

◇対 象: 幼児・小学生から大人まで

◇行う人: おはなしの会 ホットケーキ

◇内 容：｢ひな鳥とねこ｣(ミャンマーの昔話)

「おむこさんの買いもの｣(朝鮮の民話)

｢ついでにペロリ」(デンマークの昔話)

・ ・

　　《一般書》　　書　　名 著 　者 請求記号

ホワット・イズ・ディス？
むずかしいことをシンプルに言ってみた

ランドール・マンロー ４０４　マ

からだに効く食べもの事典
毎日の食事で健康維持

田村　哲彦 ４９８．５　タ

ママの心に寄りそう絵本たち 磯崎　園子 ５９９．８　イ

会話もメールも英語は３語で伝わります 中山　裕木子 ８３７．８　ナ

いそっぷ詩
谷川俊太郎詩集

谷川　俊太郎 ９１１．５　タ

本バスめぐりん。 大崎　梢 ９１３．６　オオ

もったいないばあさんの知恵袋 真珠　まりこ ９１４．６　シン

  《児童書》　書　　名 著　者 請求記号 対　象

おならおばけ かとう　まふみ Ｅ　カ 幼児(０～５歳)

しちふくじん 立川　志の輔 Ｅ　ナ 幼児(０～５歳)

かがみのサーカス わたなべ　ちなつ Ｅ　ワ 幼児･小低

こわい、こわい、こわい？
しりたがりネズミのおはなし

ラフィク・シャミ Ｅ　シ 小低

北極の宝もの ダナ・スミス Ｅ　ホ 小低

世界中からいただきます！ 中山　茂大 ３８　ナ 小中

円周率の謎を追う
江戸の天才数学者・関孝和の挑戦

鳴海　風 ２８　セ 小高・中学


