
●日 時:３月１０日(日）

午後２時３０分～３時

◇場 所:

おはなしコーナー(１階)

◇対 象:年中～小学生

◇行う人:図書館・資料館職員

◇内 容:ふしぎな本を紹介し

たあと、マジックシ

ョーを実演します。

◇お問合せ:知立市図書館

（０５６６）８３－１１３１

平成31(2019)年3月1日発行 376号

図書館

◆ 成人・卒業 ～新たな一歩を踏み出した あなたに～ ◆
若い人に贈る読書のすすめ（２０１９）と題して、読書推進運動協議会から成人式、卒業式など新
たな人生の一歩を踏み出す若い人にぜひ読んでもらいたい本、２４点が発表されました。その

うち、知立市図書館に所蔵の本を紹介します。もちろん、いろんな世代の方々にも楽しめる本です。これを
機会に、手に取られる本の分野が広がり、豊かな読書生活の参考になれば幸いです。あなたにぴったりの本
を探しに、『図書館』へどうぞ！

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

■｢わけあって絶滅しました。」
世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑
丸山 貴史 著 今泉 忠明 監修
出版：ダイアモンド社
◆不器用だったり、不運だ
ったり-。ドードー、シソ
チョウ、ティラノサウルス
など、いろいろな生き物が
絶滅した理由を、大きさ・
生息地等の基本データやイ
ラストとともに紹介してい
ます。切り取り式の「絶滅
全史」付きです。

４８ マ

■｢ブロードキャスト」
湊 かなえ 著
出版：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
◆陸上の名門・青海学院
高校に入学した圭祐だ
が、中学の同級生に誘わ
れ放送部に入部すること
に。陸上への未練を感じ
つつも、その面白さに目
覚めていき…。学芸通信
社の配信により『神戸新
聞』等に掲載されたもの
を単行本化した本です。

９１３.６ ミナ

■｢七〇歳年下の君たちへ」
こころが挫けそうになった日に
五木 寛之 著
出版：新潮社
◆才能の質量は人によって
違いますか? 何を「生きる
目的」にしていますか? エ
リート予備軍・灘高生達
に、生きていく上でのピン
チをいかに克服するか、丁
寧に示した豊潤な授業の記
録です。母校早稲田大学での学生との
対話も収録されています。

９１４.６ イツ

・４歳の息子と楽しく参加でき

ました。

・知立の歴史も知られて楽しか

ったです。

・知立の地名のことがよくわか

り、楽しめました。

・知立にち

なんだカル

タだったの

で楽しめま

した。

楽しみました
知立よいとこ新春ふるさとかるた会

１/６ ライブラ リー ・ コンサー ト

◇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。
◇対 象：どなたでも ◇入場料：無料
◇その他：当日は、貸出･返却など通常業務も実施。

ふしぎなおはなし会と
マジックショー

日 月 火 水 木 金 土

1 2
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24 25 26 27 28 29 30

31

3月弥生やよい

　《 推薦図書 》　書　名 著　者 請求記号

大人のにほんご事典
デキる大人ならさらっと使いこなしたい！

齋藤　孝 ８１４　サ

給食アンサンブル 如月　かずさ ９１　キ

未来職安 柞刈　湯葉 ９１３．６　イス

思い出が消えないうちに 川口　俊和 ９１３．６　カワ

風に恋う 額賀　澪 ９１３．６　ヌカ

立ち直る力 辻　仁成 ９１４．６　ツジ

吉本ばななが友だちの悩みについてこたえる 吉本　ばなな ９１４．６　ヨシ

世界の終わりの天文台
リリー・ブルッ
クス＝ダルトン

９３３　ブ

　《 推薦図書 》　書　名 著　者 請求記号

AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井　紀子 ００７．１　ア

死ぬこと以外かすり傷 箕輪　厚介 １５９　ミ

カルピスをつくった男　三島海雲 山川　徹 ２８９．１　ミ

池上彰の未来を拓く君たちへ 池上　彰 ３０４　イ

学校に行きたくない君へ
大先輩たちが語る生き方のヒント。

全国不登校新
聞社　編

３７１．４　ガ

ほぼ命がけサメ図鑑 沼口　麻子 ４８７．５　ヌ

デニムさん
気仙沼・オイカワデニムが作る復興のジーンズ

今関　信子 ５８　イ

フジコ・ヘミング14歳の夏休み絵日記 フジコ・ヘミング ７６２．３　ヘ



◆◆ 【 展示コーナー 】 ◆◆
３/７(木)～３/１３(水)

トンボの眼 展示

３/１４(木)～３/２０(水)

ミモザの会 展示

§ 紙芝居の会
●日 時：３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：「いたずらこひつじ」

「ぼく、まだねむいんだ」

・ ・

１月受け入れ分から児童書 一般書

§ 絵本の時間
●日 時:３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

・ ・

■「クジラのおなかからプラスチック」
保坂 直紀 著
出版：旬報社

★このままでは2050年に海の魚の重

量を上回るともいわれているプラスチ

ックごみ。その実態は? 人体への影響

は? 日本はどう動いているのか? 海洋

プラスチックごみ問題の最前線を伝え

ます。

【対象：小学校 高学年】

５１ ホ

§ ストーリーテリング
●日 時: ３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：「さる地蔵」（日本の昔話）

｢おおきなかぶ｣(ロシアの昔話)
｢花咲かじい｣(日本の昔話)

・ ・

§ おはなし会
●日 時: ３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:「おおきくなるっていうことは｣（絵

本）｢よいしょよいしょ」（紙芝居）「た
のしいひなまつり」（ペープサート)他

・ ・

■「昔と今とはこんなに違う
社会科の教科書 歴史・地理編」

加藤 好一 監修
出版：水王舎

★和同開珎→富本銭、応仁の乱→応仁・

文明の乱…。昭和46、49年度発行の中

学校社会科「旧」教科書と、平成30年発

行の「最新」教科書を比較。何がどう変

わったか、なぜ変わったのか、ビジュア

ル付きで紹介しています。

３７５．３ ム

今月の催しもの

新しく はいった本

３／１１いのちの日：２０１１年３月１１日に発生した東日本大

震災では多くの命が失われました。震災で学んだことを風化させ

ることなく災害に備えようと「災害時医療を考える会」が制定し

ました。災害時医療の改善を図るとともに、９月１日に防災訓練

が行われるように、３月１１日には健康、医療、災害時の体制な

どを考える機会を設けたいとの思いから制定されました。

この他にも３／１８点字ブロックの日や３／２１ランドセルの日

など様々な記念日があります。

（すぐに役立つ３６６日記念日事典 第３版 386.9 カ）

三
月
の
記
念
日

§ ３月の別置

★一般書『文学賞特集』

『心の健康』

★ＹＡ特集『先生！』

★児童書『春をたのしむ』
§ 映画上映会

●日 時:３月９日(土）

午前１０時～（日本語吹き替え版）

午後２時～（日本語吹き替え版）

◇場 所:視聴覚室(２階)◇対 象:どなたでも

◇内 容:「おさるのジョージ」の上映

※これに合わせ、２月中旬より｢猿の本｣の

特集をします。

・ ・

１日でできる「大人のための製本教室」
●日 時：３月１７日(日)､１９日(火) 午前１０時～正午
◇場 所：視聴覚室(２階）
◇参加費：無料
◇定員・対象：両日とも高校生以上 ５名（要予約）
◇内 容：パーツを貼り合わせるだけの簡単な方法で、オリ

ジナルノートを作ります。
◇持ち物：筆記用具、定規、はさみ、カッター
◆申込み：３月２日(土)午前９時～ カウンターにて

（定員に達し次第終了）
※電話での申込みは３月３日(日)午前９時～

  《児童書》　書　　名 著　者 請求記号 対　象

ゆきのよるに いもと　ようこ Ｅ　イ 幼児(０～５歳)

おおかみのおなかのなかで
マック・バーネット　文
ジョン・クラッセン　絵 Ｅ　ク 幼児(３～５歳)

メンフクロウ トーマス・ミュラー Ｅ　ミ 幼児(３～５歳)・小低

あるけ！ねがいをこめて
子どもたちの権利のためにたたかった女性マ
ザー・ジョーンズ

モニカ・カリング　文
フェリシタ・サラ　絵

Ｅ　サ 小中・小高

金栗四三
日本人初のオリンピック選手

佐野　慎輔 ７８　カ 小中・小高

星の旅人
伊能忠敬と伝説の怪魚

小前　亮 ２８　イ 小高

ジュリアが糸をつむいだ日 リンダ・スー・パーク ９３　パ 小高

　　《一般書》　　書　　名 著 　者 請求記号

「いい人」をやめる脳の習慣 茂木　健一郎 １５９　モ

世界の国境を歩いてみたら…
行かなきゃわからない国境のサプライズ！

「世界の国境を歩いてみ
たら…」番組取材班

２９０．９　セ

日本を殺すのは、誰よ！
新井　紀子
ぐっちーさん

３０４　ア

世界人権宣言
ビジュアル版

シェーヌ出版社　編 ３１６．１　セ

健康の正体
医師としてどうしても伝えたいことがある

小林　弘幸 ４９８．３　コ

名作コピーの時間 宣伝会議書籍編集部　編 ６７４　メ

神の島のこどもたち 中脇　初枝 ９１３．６　ナカ


