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図書館

◆◆いろいろなジャンルの本に挑戦しよう!◆◆
本年度は３０周年で様々なイベントを実施し、多くの方々に図書館を利用

していただきました。今後も図書館に積極的に足を運んでいただき、図書館を

十分に活用していただきたいと願っています。そこで、今回は、日本十進分類法を紹介しま

す。以下の表は児童書の分類表ですが、一般書も同じように分類されています。ここには詳しい内容として

４分類と５分類をのせましたが、他にも分類はたくさんありますので､ぜひ図書館の書棚をのぞいてくださ
い。そして、いろいろなジャンルの本に挑戦し、多くのすぐれた本に出会い、心を豊かにしてください。平
成３０年度も多くの方々の知立市図書館への来館をお待ちしております。

編集発行 知立市図書館

知立市南新地二丁目３番地３
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http://library.city.chiryu.aichi.jp/

た
め
休
館
し
ま
す
。

印
は
館
内
整
理
日
の

印
は
休
館
日
で
す
。

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

１ ２月のイベントから！

１５日～２４日まで､たくさんの

子供たちがぬりえを楽し

みました。お絵かき広場

のクリスマスツリーの台

紙がぬりえでいっぱいに

なりました。

クリスマスのお絵かき広場

エプロンシアターと
大型絵本のおはなし会 12/3

声を楽しむ
ウィンターライブ 12/17

クリスマスのおはなし会 12/23

２７人の方が参加。エプロンシ

アター「ブレーメ

ンのおんがくたい」

などを楽しみまし

た。

朗読ははじめて聞きました。想像力を使

って、いい時間になりました。読まれた

作品も素晴らしいと感じ

ました。すてきな歌声、

かわいい姿にいやされま

した。

「まほうのレンジ」や「ぶたさん」

などのおはなしを聞きました。サン

タクロースも登場し、

楽しいひとときにな

りました。

●２月２８日(水)午前１０時～正午

◇場所：視聴覚室(２階）

◇定員：３０名(先着順) ◇参加費：無料

◇対象：乳幼児(０歳～小学生未満)のお子さんをもつ

保護者

◇講師：児玉 陽子 氏

(名古屋市千種図書館司書/愛知図書館協会

児童サービス研修講師)

◇内容：読み聞かせの方法や、おすすめの本の紹介

など、お子さんと一緒に本を楽しむために役

立つ情報を紹介します。内容は大人向けです。

◆申込み：２月３日(土) 午前９時～

カウンターにて

電話での申込みは２月４日(日) 午前９時～

十
二
日
は
、
開
館
し
ま
す
！

パパママ ・ じ いじばあばのための
読み聞かせ講座

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

番号分類のなまえ こんな内容の本があるよ！

0 総記 百科事典とか図鑑など調べる本

1 哲学・宗教 考え方や心の本・占いの本など

2 歴史・地理 国旗や伝記マンガの本など

3 社会科学 社会科関係・民話とか戦争ものなど

4 自然科学 算数・理科・自然・身体・生き物など

5 技術・工学・生活 環境・乗り物・料理・手芸など

6 産業 農業・水産業・商業・交通など

7 芸術・体育・娯楽 しゅみ・遊び・工作・音楽・げきなど

8 言語 漢字・方言・日本語・英語など

9 文学 ものがたり・詩・外国のことばの本など　

 Ｅ えほん 絵をかいた人で絵本が分けられているよ　

　　　　　　　日本十進分類表
図書館の本は､本をさがしやすくするために
内容によって番号がつけられています。

４分類　自然科学の分野を紹介

５分類　工業の分野を紹介

たとえば､こんな本があるよ！
50 技術・工業 和の技術、工場見学、ものづくり､職人図鑑など

51 建設・土木 川、ゴミ、リサイクル、環境問題、工事現場など

52 建築 城、高層ビル、高層建築、住まいなど
53 機械・原子力 時計、エコカー、自動車、鉄道、宇宙船、飛行機など

54 電気 ＬＥＤ、ロボット、太陽電池など

55 海洋・船舶 はたらく船、船のしくみ､海洋汚染など

56 金属・鉱山 石油、天然ガス、金属など
57 化学工業 石けん、花火、電池、油など
58 製造工業 紙、パン、発酵食品、アイスクリーム、インスタントラーメンなど

59 家事 掃除、料理、洗濯、手芸、裁縫など

たとえば､こんな本があるよ！
40 自然科学 実験･観察、自然･科学あそび､自由研究など

41 数学・算数 数の世界、数字、算数パズル、計算など

42 物理 音、光、時間、電気、熱、磁石など
43 化学 元素、原子、分子、接着剤、ロウソクの科学など

44 天文・宇宙 星、星座、宇宙のひみつ、太陽系、地図など

45 地球・地学 恐竜、地震、砂漠、火山、海、気候､天気など

46 生物 微生物、進化、生命、遺伝子、ミクロの世界など

47 植物 草、花、木、タネ、フルーツ、食虫植物など

48 動物
鳥、昆虫、海川の生き物、ほ乳類、シートン動物記､
ファーブル昆虫記など

49 医学・薬学 歯、目、体、病気、アレルギー、薬など



エプロンシアターと
大型絵本のおはなし会

●日 時:２月４日(日）

午後２時３０分～

◇場 所:おはなしコーナー(１階)

◇対 象:幼児・小学生から

◇行う人:図書館職員

◇内 容:エプロンシアター「さる
かに話」大型絵本「ノラ
ネコぐんだんパンこうじ
ょう」他

◆◆ 展示コーナー ◆◆
３／１～ ３／７ トンボの眼 展示

§ 紙芝居の会

●日 時:２月１７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：「おさるさん」「ばけこち

ゃんのひなまつり」

・ ・

１２月受け入れ分から児童書 一般書

§ 絵本の時間
●日 時: ２月１日(木) ８日(木）１５日(木）

２２日(木)
▼各日とも午後２時３０分から
▼１５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

・ ・

■「世界は変形菌でいっぱいだ」
増井 真那 著

出版：朝日出版社

★5歳で変形菌と運命的な出会いをし、

6歳より飼育を、7歳より研究を始めた

16歳の著者が、変形菌とすごした10

年間に見たこと、体験したこと、知っ

たこと、考えたことなどを綴っていま

す。内閣総理大臣賞に輝いた研究も掲

載してあります。（対象：中学校、一般）

４７ マ

■「親子で学ぶスマホとネットを安心に使う本」
知りたいことが今すぐわかる！

鈴木 朋子 著 坂元 章 監修

出版：技術評論社

★スマホやインターネットを安全に使う

ために注意すべきポイントを、親子で学

べる本です。漫画やイラストを交えなが

ら、スマホとインターネットの基本、ト

ラブルから身を守る方法、マナーなどに

ついて解説し、対応策を紹介しています。

００７．３ ス

§ ２月の別置
★ 一般書『文学賞受賞作特集』

★ 児童書『冬を楽しむ』

★ 一般書★ 児童書

『＠ライブラリ ウィンタースポーツ！』

新しく はいった本

§ おはなし会
●日 時: ２月１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)｢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

・・

§ ストーリーテリング
●日 時: ２月２４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：｢三びきの子ブタ｣(イギリスの昔話)

｢マーシャとくま｣(ロシアの昔話)

｢だんだん飲み｣(日本の昔話)

・ ・

３回連続講座
「大人のための製本教室」

●日時：２月１８日(日)、２５日(日)、
３月４日(日) 午前１０時～正午

◇場所：視聴覚室(２階）◇参加費：無料
◇定員・対象：高校生以上 ８名
◇内容：自作の画集や家族のアルバム、

日記帳にもできる、世界に一つのあな
ただけの本を手作りします。２０ペー
ジ程度の本を３回の講座で作ります。

◇持ち物：筆記用具、定規、はさみ、カ
ッター。本にしたい原稿のある方は、
製本できる状態にしてお持ちください。

◆申込み：２月３日(土)カウンターにて

§ 映画上映会
●日時:２月１０日(土）
午前１０時３０分～と午後２時～

◇場所:視聴覚室(２階)◇対象:どなたでも
◇内容:「１００回泣くこと」の上映
※これに合わせ、１月中旬より「恋愛小説」の
特集をします。

・ ・

今月の催しもの

立
春

二
月
四
日
頃

季節の変わり目「節分」の翌日が立春で、新暦の２月

４日頃になります。▼実際の感覚では、一段と厳しい

寒さが加わりますが、暦の上ではこの日から春が始ま
ります。▼小寒、大寒と１年でもっとも寒い時期があ

け、立春を過ぎると次第に寒さも緩み、春の気配が日

を追うごとに濃くなっていきます。▼旧暦では、立春

の前後に元日を迎えます。年賀状に「迎春」「初春」

と書かれるのはその名残です。▼中国などアジア諸国

では今でもこの時期を大切にしており、旧正月として

盛大に祝います。▼まだまだ寒い日は続きますが、寒
さに負けず、外で元気に遊びたいですね。

（絵でつづるやさしい暮らし歳時記 暦でみる日本の

しきたりと年中行事 ３８６．１ エ）

  《児童書》　書　　名 著　者 請求記号 対　象

おちゃかいのおやくそく エイミー・ダイクマン Ｅ　キ 幼児(０～５歳)

オレ、カエルやめるや デヴ・ペティ Ｅ　ボ 幼児(０～５歳)

おなかのなかで 島野　雫 Ｅ　シ
幼児(３～５歳)･
小学校･一般

ねこの町のダリオ写真館 小手鞠　るい ９１　コ 小低

絵物語古事記
富安　陽子　文
三浦　佑之　監修

９１　エ 小中

鳥獣戯画を読みとく 五味　文彦　監修 ７２　チ 小中・小高・一般

漫画君たちはどう生きるか
吉野　源三郎　原作
羽賀　翔一　漫画

１５　ヨ 小高･中学校･一般

　　《一般書》　　書　　名 著 　者 請求記号

飲茶の「最強！」のニーチェ
幸福になる哲学

飲茶 １３４．９　ニ

君の悩みに答えよう
青年心理学者と考える１０代・２０代のための生
きるヒント

日本青年心理学会　企画
大野　久ほか　編集

１５９．７　キ

ヘンテコノミクス
行動経済学まんが

佐藤　雅彦、菅　俊一、
高橋　秀明

３３１　ヘ

注文をまちがえる料理店
忘れちゃったけどまちがえちゃったけどまあいいか

小国　士朗 ４９３．７　オ

トコトンやさしい水素の本 水素エネルギー協会　編 ５０１．６　ト

日本人の９割が知らない「ことばの選び方」大全
絵で見てわかる！

日本語研究会　編 ８１０．４　ニ

美しい日本語が話せる書ける万葉ことば 上野　誠 ９１１．１　ウ


