
◇日 時 ３月２日(土）午後５時３０分～
※午後７時まで、臨時に開館します。
※演奏時間は、約１時間です。

◇場 所 児童開架（１階）
◇内 容 ミュージックベルの演奏会
◇演奏者 ミュージックサークル アンダンテ

プロフィール：1996年、子供と一緒に音楽を楽
しむグループとして、「ミュージックサークル
アンダンテ」を結成。ミュージックベルは､1本1
音で35本（3オクターブ）で構成され、グループ
でメロディー、ハーモニーを演奏するのが特徴で
す。アンダンテは一人一人の前に27本～35本を置
き、100本以上を4人ですばやく持ち替え、音の重
なりや響き合いを大切にしながら演奏します。

◇入場料 無料
◇その他 当日は、貸出･返却など通常業務も実施。

平成31(2019)年2月1日発行 375号

図書館

◆◆いろいろなジャンルの本に挑戦しよう!◆◆
本年度も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

後と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、昨年度２月号に引き続き、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２分類と３分類を紹介しますが、

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３１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

Ｔ Ｅ Ｌ ０５６６（８３）１１３１

Ｆ Ａ Ｘ ０５６６（８３）６６７５

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

１ ２月のイベントから！

１４日～２５日まで､たくさんの子供た

ちが「ちりゅっぴ」や「ブックリン

（ウノカマキリさん作

の知立市図書館キャラ

クター）」などのぬり

えを楽しみました。

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 12/16

図書館探検ツアー
12/16

クリスマスのおはなし会 12/23

３１人の方が参加。「ねずみの

よめいり」や「し

りとりのすきなお

うさま」などを楽

しみました。

子どもが小さいころから利用させてもら
っているので、私もバックヤードを見た
くて､子どもにも見せた
くて参加しました。とて
も興味深く知ることがで
き、ありがとうございま
す。

「ふしぎな電子レンジ」や「金のオ

ノ 銀のオノ」などのおはなしを楽

しみました。サンタ

クロースも登場し、

楽しいひとときにな

りました。

十
一
日
は
、
開
館
し
ま
す
！

ライブラ リ ー ・ コ ンサー ト

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。

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

２分類　歴史・地理の分野を紹介

３分類　社会科学の分野を紹介

たとえば､こんな本があるよ！
20 歴史 世界の歴史の本、世界の遺跡の本、３６５日ものしり百科など

21 日本史 日本の歴史の本、考古学の本、日本の遺跡と遺産の本など

22 アジア史 韓国の歴史の本、中国の歴史の本、アジアの国の歴史など

23 ヨーロッパ史 ヨーロッパの国の歴史、ポンペイの秘密､ワルシャワの日本人形など

24 アフリカ史 古代アフリカ、古代エジプト、ピラミッドについての本など

25 北アメリカ史 古代マヤについての本、アメリカ西部開拓史など

26 南アメリカ史 インカ帝国についての本、マチュピチュのひみつなど

27 オセアニア史

28 伝記
日本人の伝記の本、外国人の伝記の本、学習まん
がの伝記の本、国旗についての本など

29 地理・探検記 日本の国土やくらしの本、世界の国やくらしの本など

たとえば､こんな本があるよ！
30 社会科学 社会見学についての本、イスラームってなに？など

31 政治 選挙についての本、政治のしくみについての本など

32 法律 日本国憲法についての本、裁判についての本など

33 経済 もののねだんについての本、お金についての本など

34 財政 税金についての本、消費税のしくみについての本など

35 統計 地図と統計で見る世界、表・グラフの書き方事典など

36 社会
社会問題についての本、福祉についての本、子ど
もの権利についての本、仕事についての本など

37 教育 学習についての本、手話・点字についての本など

38 習慣・民俗
ことわざについての本、民話の本、行事・習慣につ
いての本､妖怪・おばけの本など

39 国防・軍事 スパイの本、戦争についての本など



◆◆ 展示コーナー ◆◆
２／１４～ ２／２０ 知立布と糸の会 展示

§ 紙芝居の会

●日 時:２月１６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：「まいちゃんこんにちは」

「すてきなともだち」

・ ・

１２月受け入れ分から児童書 一般書

§ 絵本の時間
●日 時: ２月７日(木）１４日(木）２１日(木）

２８日(木)
▼各日とも午後２時３０分から
▼２１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

・ ・

■「アンネのこと、すべて」
アンネ・フランク・ハウス 編

石岡 史子 日本語版監修

出版：ポプラ社

★アンネが生きたのはどのような世界だっ

たのか? ユダヤ人は、なぜ迫害されなけれ

ばならなかったのか? 「アンネの日記」の

著者アンネ・フランクの誕生から死、アン

ネの関係者の現在までをたどります。ミニ

ページもあります。 （対象：小学校高学年、中学校）

２８ フ

■「１０代からの社会学図鑑」
クリス・ユール 著

クリストファー・ソープ 著

ミーガン・トッド 監修

出版：三省堂

★私のアイデンティティって何? 学校

は何を教えるの? どうして世界はこん

なに不公平? 身近な問題と重要な社会学者たちを、豊

富なビジュアルを交えてわかりやすく解説していま

す。はじめて学ぶ社会学ガイドブックです。

３６１ ユ

§ ２月の別置
★ 一般書『文学賞受賞作特集』

★ ＹＡ特集『科学者たち』

★ 児童書『おに・節分・冬を楽しむ』

新しく はいった本

§ おはなし会
●日 時: ２月７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）「クリームシチュー」 (パ

ネルシアター)他

・・

§ ストーリーテリング
●日 時: ２月２３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： ｢だめといわれてひっこむな｣(アルフ・

プロイセン作)｢三びきの子ブタ｣(イギリ

スの昔話) ｢だんだん飲み｣(日本の昔話)

・ ・

§ 映画上映会
●日 時:２月９日(土）
午前１０時～（日本語吹き替え版）
午後２時～（中国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:「初恋のきた道」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。

・ ・

エプロンシアターと
大型絵本のおはなし会

●日 時:２月３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

「きたかぜとたい

よう」他

今月の催しもの

月と冬の星空を見よう！

◆日時:平成３１年２月１６日（土）
午後５時００分～ 月や冬の星空に関するお話

６時３０分頃～新地公園で望遠鏡を使った天体観測
◆場所:視聴覚室(２階)､新地公園(図書館南側）
◆講師:浅田 英夫 氏(天文研究家）
◆対象:どなたでも
◆定員・申込み:７０人・申込み不要
※会場に空席がなくなり次第、入場を制限させていただきます。
◆内容:月や冬の星空について、お子さま向けに楽しいクイ
ズを織り交ぜながら解説します。終了後、図書館前の新地
公園で望遠鏡を使って観測します。
※雨天の場合は視聴覚室で解説のみを行います。

午後７時まで開館

貸出返却もできます。

二月の旬

ワカサギ：湖に張った厚い氷に穴を開け､釣り糸

をたらすワカサギ釣りは、この時期の風物詩で
す。天ぷらや南蛮漬けがおいしくて、骨ごと食
べられるのでカルシウムをたっぷり補給できま

す。小松菜：カルシウム、鉄、ビタミンＡ・Ｂ1
・Ｂ2・Ｃ､カリウム、食物繊維などの栄養たっ
ぷりの緑黄色野菜です。ほうれん草と見た目も
栄養価も似ていますが、カルシウムはほうれん

草の約５倍です。アクが少なく下ゆでする必要
もないのも便利です。その他、二月の旬として
金柑やデコポンなどもあります。
（大切にしたい､にっぽんの暮らし 386.1 サ）

　　《一般書》　　書　　名 著 　者 請求記号

シンギュラリティ 神崎　洋治 ００７．１　コ

大丈夫。人間だからいろいろあって 香山　リカ １４６．８　カ

ヘッポコ征夷大将軍 長谷川　ヨシテル ２８１．０　ハ

わたしは１３歳、シリア難民
故郷が戦場になった子どもたち

国境なき子どもたち　編著 ３６９．３　ワ

僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない
この世で一番おもしろい宇宙入門

ジョージ・チャム
ダニエル・ホワイトソン

４４０　チ

日本を動かした５０の乗り物
幕末から昭和まで

若林　宣 ５３６．０　ワ

５４字の物語　怪
意味がわかるとゾクゾクする超短編小説　ゾク編

氏田　雄介 ９１３．６　ウジ

  《児童書》　書　　名 著　者 請求記号 対　象

おじいちゃんがペンギンやったとき モラグ・フッド Ｅ　フ 幼児(０～５歳)

マッチうりのしょうじょ
アンデルセン童話より

アンデルセン　原作
やなぎや　けいこ　文
町田　尚子　絵

Ｅ　マ 幼児(０～５歳)・一般

オリンピックのおばけずかん
ビヨヨンぼう

斉藤　洋 ９１　サ 小低

きみは宇宙飛行士！
宇宙食・宇宙のトイレまるごとハンドブック

ロウイー・ストーウェル ５３　ス 小中

知ってる？郵便のおもしろい歴史 郵政博物館　編著 ６９　シ 小中・小高・一般

１０歳からのプログラミング
ホームページやゲームをつくってみよう

中野コンテンツネット
ワーク協会　編著

００　ジ 小高

この川のむこうに君がいる 濱野　京子 ９１　ハ
中学校・高校・
一般


