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図書館

◆◆ 戦争と平和について、考えてみませんか！◆◆
８月１５日は７２年目の終戦記念日です。戦争を体験した世代の方々もだんだん少なくなり、戦

争中の体験を直接聞くことが難しい時代になってきています。そこで、書物に残された記憶から学
ぶことの大切さを感じます。今月は、戦争中の体験・戦争によって失われた命・残されたものたちの悲しみを描

いたものなどについて触れた本や、未だに世界のどこかで紛争が起こり悲しい出来事が続いている現実について
触れたものを選びました。８月１５日の終戦記念日を機会に、ぜひ「戦争と平和」について考えてみましょう。

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

■ほんとうにあった戦争と平

和の話

野上 暁 監修

◇タリバンの銃撃を

受けたパキスタンの

少女マララ、ユダヤ

人亡命者の命を救っ

た杉原千畝。戦争中でも希望

を失わずに生きぬこうとした

人、戦争をくいとめ、平和な

世の中を実現しようと立ち向

かっている人たちの話を収録

してあります。(小学校 中学年)

３１ ホ

■小さい潜水艦に恋をした

でかすぎるクジラの話

戦争童話集～忘れてはイケナイ

物語り～ 野坂 昭如 原作

◇昭和２０年、8月

15日。伊豆七島の沖合

いにひとりぼっちのク

ジラがいました。クジ

ラは日本海軍の潜水艦

を雌のクジラだと思い込んで。

作者の戦争童話全12話を、黒

田征太郎の絵とともに収録して

あります。(小学校 中・高学年)

９１ ノ

■トットちゃんとソウくん

の戦争

黒柳 徹子 著

田原総一朗 著

◇太平洋戦争が始

まったとき、黒柳

徹子=トットちゃん

は小学2年生、田

原総一朗=ソウくんは小学1年生

でした。「戦争を知っている世

代」のふたりが「戦争体験」と

「戦争責任」のすべてを語りま

す。 (一般)

９１６ ク

↓ 小学校中・高学年 ～ 一般の人におすすめ本

■ひろったらっぱ

新美 南吉 作

◇戦場で手柄を

たてようと出か

けた男。ところ

が途中で戦争の

ために田畑を荒

らされて打ちひしがれてい

る村人の姿を見て…。言論

弾圧の強まる暗い時代に抗

してこの作品を書いた作者

の“非戦”の思いがこもっ

た絵本です。(幼児０～５歳)

Ｅ ス

●日 時 ８月６日（日） 午後２時～
◇内 容 ① ブックトーク（約２５分）

「戦争と平和について、お話を

しながら本の紹介をします｡｣

② 映画会（約４５分）

アニメ「小さい潜水艦に恋をしたでかす

ぎるクジラの話」 野坂昭如戦争童話集

◇場 所：図書館２階 視聴覚室

◇対 象：小学生 申込み不要

８月１９日(土)
午後１時３０分

資料館夏休み講

座「戦争体験を

聴く！」があり

ます。

ブックトークと映画会 ～戦争と平和を考える～

↓幼児～小学校低・ 中学年におすすめ本

エプロンシアターと大型絵本の会

●日 時:８月２０日(日）午後２時３０分～

◇場 所：図書館１階 おはなしコーナー

◇行う人: 図書館職員・ボランティア

◇対 象:幼児、小学生

小さなお子様も楽しめるおはなし会です。

◇内 容：「とんでった麦わらぼうし」（エプロン

シアター）「だるまちゃんとてんぐちゃ

ん」（大型絵本）他

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 29 30 31

8月葉月はづき

小低学年～小中・高学年！ 著　者 請求記号 対象

わたしの「やめて」
戦争と平和を見つめる絵本

自由と平和のための京大
有志の会声明書

Ｅ ツ 幼児・小低

春姫という名前の赤ちゃん ピョンキジャ　 Ｅ チ 小低

これから戦場に向かいます 山本　美香　写真と文 ３１ ヤ 小中

むのたけじ１００歳のジャーナリストからきみへ　平和
戦争は母親と子どもをもっとも苦しめて悲しませる。

むの　たけじ
菅　聖子

１５ ム 小中・小高

被爆者　続
７０年目の出会い

会田　法行　写真・文 ３１ ア２ 小中・小高

太一さんの戦争 丘　修三 ９１ オ 小中・小高

小高学年・中学生 ～ 一般の人に！  著　者 請求記号 対象

兵士になったクマ　ヴォイテク ビビ・デュモン・タック ２０ デ 小高

戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原　重明 ９１ ヒ 小高・中学校

月にハミング マイケル・モーパーゴ ９３ モ 小高・中学校

わたしが子どものころ戦争があった
児童文学者が語る現代史

野上　暁　編
神沢　利子ほか著

９１ ワ
小高・中学
校・一般

黒島の女たち
特攻隊を語り継ぐこと

城戸　久枝 ２１０．７　キ 一般

１４歳〈フォーティーン〉
満州開拓村からの帰還

澤地　久枝 ９１６　サ 一般



§ ８月の別置
★一般書「夏学び応援」
★児童書 ｢自由研究・工作｣｢課題図書｣

「学年別 小学生が読みたい
絵本・児童文学」

●日 時:９月１０日(日）
午後２時～４時

◇場 所：図書館２階 視聴覚室
◇行う人:ありの会
◇対 象:どなたでも
◇内 容：点字器を使って、自分
の名前入りのしおりを作るほか、
点字に関する本などを集めて展示
します。午後２時～４時の間の、
自由な時間にお越しください。

§ 環境学習スタンプラリーイベント
●日 時:８月５日(土)午後２時～４時

◇内 容

①環境学習ブックトーク

②かんたんエコ工作

新聞紙でエコバッグをつくります。

◇場 所：図書館展示コーナー

◇対 象：どなたでも参加いただけます。

※県内のＡＥＬネット加盟施設が環境学習

推進のイベントとしてスタンプラリーを行

っています。知立市図書館もイベント参加

施設でスタンプを設置しています。

§ 紙芝居の会

●日 時:８月１９日(土）午後２時

◇場 所：図書館 おはなしコーナー

◇行う人：あおみの会 朗読グループ

◇内 容：「トイレのおばけちゃん」

「ぼくのズボンととりかえっこする？」

・ ・§ 絵本の時間

●日 時:８月３日(木）１０日（木）
１７日(木）２４日(木) ３１日（木）

▼各日とも午後２時３０分～
▼１７日は午前１１時からも実施
◇場 所: 図書館 おはなしコーナー
◇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

・ ・

■「虹色のチョーク」
働く幸せを実現した町工場の奇跡
小松 成美著
出版：幻冬舎

★社員の7割が知的障がい者のチョーク工場

「日本理化学工業」が業界トップシェアを成

し遂げ、“日本でいちばん大切にしたい会社”

と呼ばれる理由とは。家族の宿命と経営者の

苦悩、同僚の戸惑いと喜びを描いたノンフィ

クションの本です。

５８９．７ コ

■「タマゾン川」
多摩川でいのちを考える
山崎 充哲著
出版：旬報社

★グッピー、アロワナ、ピラニア…。遠い

国からやってきた、色とりどりの魚たちや、

肉食の魚たちが、多摩川の自然をおびやか

しています。その原因に迫り、川に生きる

いのちとどう向き合うかを考えます。

（対象：小学校 高学年、中学校）

５１ ヤ

§ ストーリーテリング
（ 夏の夜のおはなし会 ）

☆ 今回は図書館を出て、夜のお寺で…

●日 時: ８月１９日(土）午後７時～８時

◇場 所: 総持寺 本堂（知立神社 西）

◇対 象: 小学生から大人まで

（子どもは保護者同伴で）

◇行う人: おはなしの会 ホットケーキ

◇内 容：「つる女房」（日本の民話）

「明かりをくれ！｣(スペインの昔話)他

◇駐車場：総持寺・西町公民館裏の駐車場

・ ・

◆◆ 展示コーナー ◆◆
① 8／4(金) ～ 8／9(水)
エコ工作の展示（図書館）

② 8／10(木）～ 8／16(水)
知立アート同好会 展示

③ 8／23(水)
知立高校版ビブリオバトル

§ おはなし会

●日 時: ８月３日(木）午前１１時～
◇場 所: 図書館 おはなしコーナー
◇行う人: 読み聞かせグループ ぼちぼちの会
◇内 容:「きんぎょがにげた｣(大型絵本)「ぞ

うくんのさんぽ｣(カップシアター）
「ちょきちょきかにさん」（しかけ）他

・ ・

今月の催しもの

二十四節気の一つで、旧暦では７月中旬頃、新暦では８月２３日
頃にあたります。▼処暑とは｢暑さが止む｣という意味で、この頃に
なると暑さが峠を越え、後退し始めるとされています。▼昼間はま
だ暑い日が続きますが、朝夕には夏の終わりを感じさせる涼しい風
が吹き、日一日と、秋の気配が濃くなっていきます。▼夜になると
コオロギや鈴虫などの秋虫の鳴き声が聞かれるようにもなります。
▼野山には山萩、ススキ、桔梗といった｢秋の七草｣の花が咲き始
め、景色も秋めいてきます。▼この頃から台風シーズンを迎え、農
家では農作物が被害を受けないよう細心の注意を払うそうです。▼
本格的な秋は、この台風の後に訪れます。▼この時期、まだまだ暑
い日が続くことも多いので、体調の管理には十分に気をつけたいで
すね。（絵でつづるやさしい暮らし歳時記 ３８６．１ エ)

処

暑

§ 映画上映会
●日時:８月１２日(土）

午前１０時３０分～と午後２時～
◇場所:視聴覚室(２階)◇対象:一般
◇内容:「父と暮せば」の上映

※これに合わせ、７月中旬より「戦争」の
特集をします。

・ ・

新しく入った本一般書児童書 ６月受け入れ分から

知立高校版ビブリオバトル

●日 時:８月２３日(水）

午前１０時～１１時３０分

◇場 所：図書館１階

展示コーナー

◇行う人:知立高校知立プロ

ジェクト同好会

◇対 象:どなたでも

◇内 容：本の紹介ゲーム｢ビ

ブリオバトル｣を行います。

（
八
月
二
十
三
日
頃
）

イベント｢点字を体験してみよう！」

  《児童書》　書　　名 著　者 請求記号 対　象

うそみーるめがね いわむら　かずお Ｅ　イ 幼児(０～５歳)

まあすけのぼうし 馬場　のぼる Ｅ　バ 幼児(３～５歳)

シマフクロウのぽこ 志茂田　景樹 Ｅ　キ 小低

春くんのいる家 岩瀬　成子 ９１　イ 小中

空をけっとばせ 升井　純子 ９１　マ 小中

皮ふの下をのぞいてみれば…
カレン・ラッ
チャナ・ケニー

Ｅ　ウ 小中・小高・一般

お金ってなんだろう？
あなたと考えたいこれからの経済

長岡　慎介 ３３　ナ 中学校

　　《一般書》　　書　　名 著 　者 請求記号

やり抜く脳の鍛え方
ＩＱも才能もぶっとばせ！

茂木　健一郎 １５９　モ

人生の終い方
自分と大切な人のためにできること

ＮＨＫスペシャル取材班 ２８１．０　ジ

中高生からの選挙入門 谷　隆一 ３１４．８　タ

できることを取り戻す魔法の介護
長谷工シニアホールディン
グスにやりほっと探検隊 ３６９．２　デ

定年認知症にならない脳が冴える新１７の習慣 築山　節 ４９８．３　ツ

ここが肝心！語彙力のヘソ
すぐに身につくワンランク上の言葉の使い方

山口　謠司 ８１０．４　ヤ

自閉症のうた 東田　直樹 ９１３．６　ヒガ


