
お す す め 本  著　者 請求記号

銀河鉄道の父 門井　慶喜 ９１３．６　カド

オンナの奥義
無敵のオバサンになるための３３の扉

阿川　佐和子
大石　静

９１４．６　アガ

いずれの日にか国に帰らん 安野　光雅 ９１４．６　アン

やばい老人になろう
やんちゃでちょうどいい

さだ　まさし ９１４．６　サダ

桃紅一〇五歳好きなものと生きる 篠田　桃紅 ９１４．６　シノ

恨みっこなしの老後 橋田　壽賀子 ９１４．６　ハシ

最後まで、あるがまま行く 日野原　重明 ９１４．６　ヒノ

ほどほど快適生活百科 群　ようこ ９１４．６　ムレ

はじめての八十歳 山藤　章二 ９１４．６　ヤマ
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図書館

読書の秋！ 「ホッと一息 本と一息！」

生涯読書の視点から、読書推進運動協議会より中・高年の世代におすすめの本が発表さ
れました。読書は心の健康に役立ち「本を読むと若くなる」とも「本を読むと美しくなる｣
とも、言われています。すぐれた本といっしょに呼吸し、心を豊かに働かせましょう。

編集発行 知立市図書館

知立市南新地二丁目３番地３

Ｔ Ｅ Ｌ ０５６６（８３）１１３１

Ｆ Ａ Ｘ ０５６６（８３）６６７５

http://library.city.chiryu.aichi.jp/

■「おかげさまで、注文の多い笹
餅屋です」
笹採りも製粉もこしあんも。年５万個を

ひとりで作る９０歳の人生
桑田 ミサオ 著
出版：小学館

◇75歳で笹餅屋を起業し、
90歳を過ぎた今も1年で5
万個の笹餅を作っている津
軽の名物おばあちゃんが、
60歳で本格的な餅作りを
始めてからのことと、これ
までの人生について語りま
す。レシピも掲載してあります。

２８９．１ ク

■「おらおらでひとりいぐも」
若竹 千佐子 著

出版：河出書房新社

◇「この先一人でどやって暮らす。こまった

ぁどうすんべぇ」 捨てた

故郷、疎遠な息子と娘、

亡き夫への愛。震えるよ

うな悲しみの果てに、74

歳の桃子さんが辿り着い

た、圧倒的自由と賑やか

な孤独とは。『文藝』掲載

を単行本化した本です。

９１３．６ ワカ

■「すごいトシヨリＢＯＯＫ」
トシをとると楽しみがふえる

池内 紀 著

出版：毎日新聞出版

◇人生の楽しみは70

歳からの「下り坂」

にあり! ドイツ文学者

・池内紀が、自分の

老いと向き合いなが

ら、リタイア後の人

生を豊かに生きるた

めの極意を伝えます。

９１４.６ イケ
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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

今年の読書週間の

標語です。

手作りカード教室
●１１月４日(日）

午前１０時～午後４時
◇場所：視聴覚室(２階)
◇内容：飛び出すしかけカードを作成します。
◇持ち物：筆記用具、のり、はさみ、カッターナイフ
◇どなたでも可・申込み不要

ご都合のよ

い時間にど

うぞ！

歴史民俗資料館イベント
企画展 昔の農家の副業道具

～養蚕・機織り・絞り～
●１０月６日(土）～１１月１３日(火）
◇場所：資料館１階展示室
◇どなたでも可・申込み不要 入場無料

土器焼き
●１１月１７日(土） 午後１時３０分～
◇場所：荒新切遺跡 ◇対象：土器作り参加者

手紡ぎ・絞りの実演・体験会
●１１月３日(土・祝）午後１時３０分～３時３０分頃
◇場所：図書館展示コーナー（１階）
◇どなたでも可・申込み不要

推薦された２４冊のうち知立市図書館に所蔵の本を紹介します。

図書館・資料館まつり！
１１月のイベント！

大人のための朗読会
～聴いて楽しむ名作ライブ～

●１０月３１日(水)

竹西 寛子「五十鈴川の鴨」

あさの あつこ「桜、時雨れる」

●１１月１１日(日)

山本 周五郎「晩秋」 原田 マハ「長良川」

◇場所：視聴覚室(２階）

◇協力：あおみの会 朗読グループ

◇どなたでも可・申込み不要

午前10時～正午

日 月 火 水 木 金 土
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11月霜月しもつき

お す す め 本  著　者 請求記号

科学者が解く「老人」のウソ 武田　邦彦 １５９　タ

夫の定年
「人生の長い午後」を夫婦でどう生きる？

グループわいふ
佐藤　ゆかり

３６７．３　オ

定年が楽しみになる！オヤジの地
域デビュー

清水　孝幸
佐藤　正明　絵

３６７．７　シ

読むパンダ
黒柳　徹子　選
日本ペンクラブ　編

４８９．５　ヨ

きのう、きょう、あした。
｢あしたも、こはるびより｡｣あとみよそわか。

つばた　英子
つばた　しゅういち

５９０．４　ツ

鬼才伝説
私の将棋風雲録

加藤　一二三 ７９６．０　カ

おちゃめに100歳！寂聴さん 瀬尾　まなほ ９１０．２　セ



§ １１月の別置
★ 一般書 ｢古典」
★ ＹＡ特集 ｢トランスジェンダー」
★ 児童書 ｢古典をたのしむ」

§ 紙芝居の会

●日 時:１１月１０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：｢ぴっかぴかでいいきもち」

「へんしんまめまめ」

・ ・

９月受け入れ分から一般書

§ 絵本の時間
●日 時:１１月１日(木)８日(木)２９日(木)

午後２時３０分から
◇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

・ ・

■ 「ぼくがいちばん！すごいでしょ」
サトシン 作 山村 浩二 絵
出版：ＰＨＰ研究所

★動物たちがいいところ自慢をし
ています。からだが大きいゾウ、
走るのが速いチーター、かくれん
ぼが得意なカメレオン…。なかで
もいちばんすごいのはだれ? いろ
んないちばん、みんなすごい! 前向
きな気持ちになれる絵本です。

【対象：幼児（０～５歳）】

Ｅ ヤ

§ ストーリーテリング
●日 時: １１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：｢ねずみ浄土｣（日本の昔話）

「あなのはなし」(ミラン・マラリーク作)

「びんぼうこびと」(ウクライナの昔話)

・ ・

§ おはなし会
●日 時:１１月１日(木) 午前１１時から
◇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:「どうぞのいす」「でんしゃにのっ

て」（絵本）「おおきなかぶ」(人形)他

・ ・

新しく はいった本

■「地図でたのしむ日本の鉄道」

今尾 恵介 著

出版：洋泉社

★ウソだらけの鉄道路線図、軍

事機密のために地図から消えた

鉄道、火山ができて移動を迫ら

れた鉄道…。謎とドラマに満ち

た鉄道の世界とその歴史を、地

図で読み解きます。

６８６．２ イ

◆◆【 展示コーナー 】◆◆
１１月３日(土・祝) 午後１時３０分～３時３０分頃
手紡ぎ・絞りの実演・体験会

昔の糸車や絞り台を使って、綿から糸を紡い
だり布を絞ったりしよう！（歴史民俗資料館）

今月の催しもの

特別館内整理の

ため

休館します！

児童書

１１月１４日（水）

～ ２３日（金）

ご迷惑をおかけ

しますが、ご協力

をお願いします。

§ 映画上映会
●日 時:１１月１０日(土）

午前１０時～（日本語吹き替え版）
午後２時～（英語版日本語字幕付き）

◇場 所:視聴覚室(２階)◇対象:どなたでも
◇内 容:「ナイトミュージアム１」の上映

※これに合わせ、１０月中旬より「博物館」
の特集をします。

・ ・

９月のイベント

知立高校版ビブリオバトル

９月１５日(土）

午前１０時～１１時３０分

図書館１階 展示コーナー

多くの方が参加し、本の紹介

ゲームなどを行いました。

図書館探険ツアー
●１２月１６日(日)

第１回 午前１０時３０分～

第２回 午後２時～ 各回４５分程度
※１階ロビーに集合し、普段見られないバッ

クヤード等を見学
◇ 対象：どなたでも

（小学校３年生以下は保護者同伴）
◇ 定員：各回１５人
◆申込みは１１月２４日(土)

午前９時～ カウンターにて
※電話での申込みは１１月２５日(日)午前９時～

　　《一般書》　　書　　名 著 　者 請求記号

パズルを解くだけでＯＫいつも“いいアイデ
ア”が浮かぶ人になれる本

北村　良子 １４１．５　キ

日本が世界一の国になるために変えなければ
ならない６つの悪癖

ケント・ギルバート ３０２．１　ギ

図解身近な科学
信じられない本当の話

涌井　貞美 ４０４　ワ

キリンの一撃
サヴァンナの動物たちが見せる進化のスゴ技

レオ・グラッセ ４８２．４　グ

９７歳梅干し名人 人生のいい塩梅 藤巻　あつこ ５９６．３　フ

心を動かす「声」になる
相手に届き、自分を変える

山崎　広子 ８０９．４　ヤ

行ったり来たり寝ころんだり あおき　ひろえ ９１４．６　アオ

  《児童書》　書　　名 著　者 請求記号 対　象

ちいさいサンパン
小春　久一郎
山本　忠敬　絵

Ｅ　ヤ 幼児(０～５歳)・小低

こどもが探せる川原や海辺のきれいな石
の図鑑

柴山　元彦
井上　ミノル

４５　シ 小学校

おれからもうひとりのぼくへ 相川　郁恵 ９１　ア 小中

難民になったねこクンクーシュ
マイン・ヴェンチューラ
ベディ・グオ　絵

Ｅ　グ 小中・小高

こどものための防災教室
災害食がわかる本

今泉　マユ子 ３６　イ
小中・小高・中学
校・高校・一般

赤はな先生に会いたい！ 副島　賢和 ３７　ソ 小高

ぼくのわがまま宣言！ 今井　恭子 ９１　イ 小高


