
小学校低学年におすすめの本 著 　者 請求記号

さとやまさん
工藤　直子　文
今森　光彦　写真

Ｅ　イ

サイモンは、ねこである。 ガリア・バーンスタイン　 Ｅ　バ

チトくんとにぎやかないちば
アティヌーケ　文
アンジェラ・ブルックス
バンク　絵

Ｅ　ブ

そうだったのか！しゅんかん図鑑 伊知地　国夫　写真 ７４　イ

えっちゃんええやん 北川　チハル ９１　キ

ん
ひらがな大へんしん！

まつもと　さとみ ９１　マ

■「とうふやのかんこちゃん」
吉田 道子 文

小林 系 絵

出版：福音館書店

◆お客さんの少ないとうふ

屋の子ども・かんこちゃん

は、とうふの味のわかるお

客さんが来て、とうさんの

とうふを「うまい」と言っ

てほしいと思っています。そんなかんこ

ちゃんのもとに2匹のキツネが来て…。

家族のあたたかさに満ちた物語です。

９１ ヨ
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図書館

◆◆ 「ドは､読書のド♪」 ◆◆
４月２３日～５月１２日 は「こどもの読書週間」。 図書館では、こどもの読書週間中にブックト
ークや楽しいイベントを行っています。この機会に、お子さんの本の世界が広がるよう、
大人もいっしょになって良い本を選んだり、読んだりしてみてはいかがでしょうか。そこ
で、２０１８年６月に全国学校図書館協議会から発表された「第５１回夏休みの本(緑陰図

書)」から知立市図書館所蔵の本を紹介します。ぜひ、ご家族おそろいで図書館にご来館ください。お待ち
しています。

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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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

こどもの読書週間の

たのしいイベント５月分

第６１回「こどもの読

書週間」の標語です！

■「はたらく」
長倉 洋海 著

出版：アリス館

◆山の上で山羊を育て、放牧する少年。

両親のかわりに市場ではたらく少女。

森の恵み、海の恵みで生きる人々…。

世界各地で出会った、

家族や仲間と助け合っ

てはたらく子どもたち

を写真で紹介していま

す。見返しに写真もあ

ります。

７４ ナ

■「もうひとつの屋久島から」
世界遺産の森が伝えたいこと

武田 剛 著

出版：フレーベル館

★1993年、日本で初めて世界遺産
に登録された屋久島。
その11年前まで、島
のいたる所で広大な
原生林が伐採されて
いた事実がありまし
た。屋久島の過去・
現在・未来にせまる、
渾身のドキュメンタ
リーです。

２９ タ

六
日
は
、
開
館
し
ま
す
。

小学校低学年におすすめ 小学校中学年におすすめ 小学校高学年におすすめ

小学校中学年におすすめの本 著 　者 請求記号

わたしたちのたねまき
たねをめぐるいのちたちのおはなし

キャスリン・Ｏ．ガルブレ
イス　作
ウェンディ・アンダスン・
ハルパリン　絵

Ｅ　ハ

甲虫のはなし
かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち

ダイアナ・アストン　文
シルビア・ロング　絵 Ｅ　ロ

靴屋のタスケさん 角野　栄子 ９１　カ

となりの猫又ジュリ 金治　直美 ９１　カ

ビーおばさんとおでかけ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ ９３　ジ

かわいいごきぶりのおんなの子メイベルとゆめのケーキ ケイティ・スペック ９３　ス

ライオンつかいのフレディ
アレグザンダー・マコー
ル・スミス ９３　マ

小学校高学年におすすめの本 著 　者 請求記号

ようこそ、難民！
１００万人の難民がやってきたドイツで起こったこと

今泉　みね子 ３３　イ

羽毛恐竜
恐竜から鳥への進化

大島　英太郎　作
真鍋　真　監修

４５　オ

しだれ桜のゴロスケ 熊谷　千世子 ９１　ク

香菜とななつの秘密 福田　隆浩 ９１　フ

まっすぐな地平線 森島　いずみ ９１　モ

笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート ９３　グ

オオカミを森へ キャサリン・ランデル ９３　ラ

高校生におすすめの本 著 　者 請求記号

極北へ 石川　直樹 ２９７．８　イ

スイカのタネはなぜ散らばっているのか
タネたちのすごい戦略

稲垣　栄洋 ４７１．１　イ

ティンパニストかく語りき
“叩き上げ”オーケストラ人生

近藤　高顯 ７６２．１　コ

彼方の友へ 伊吹　有喜 ９１３．６　イブ

星ちりばめたる旗 小手鞠　るい ９１３．６　コデ

日時／場所 　　　　　　　　　　　　　内　　　　　容
 『こどもの日のおはなし会＆ミニ工作教室』
　のりものの本の紹介と、ハンガーシアター「こいのぼりのこい
　ちゃん」を行います。ミニこいのぼりも作ります。
　『かんたん手づくりカード教室』
　メッセージをかいたり、はさみを少し使ったりするだけでカー
　ドができます。母の日や父の日におくってみませんか?

　５月５日（日）
午後２時３０分～３時
おはなしコーナー(１階)
　５月１２日（日）
午後１時～４時
展示コーナー(１階)

中学生におすすめの本 著 　者 請求記号

正義の声は消えない
反ナチス・白バラ抵抗運動の学生たち

ラッセル・フリードマン ２３　フ

野尻湖のナウマンゾウ
市民参加でさぐる氷河時代

野尻湖発掘調査団 ４５７．２　ノ

平常心のレッスン。
カナヅチでフツーのＯＬだったわたしがフリーダ
イビングで世界一になれた理由

岡本　美鈴 ７８５．２　オ

ひかり舞う 中川　なをみ ９１　ナ

わたしの空と五・七・五 森埜　こみち ９１　モ

ボトルクリーク絶体絶命 ワット・キー ９３　キ

キツネのパックス
愛をさがして

サラ・ペニーパッカー ９３　ペ

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

5月皐月さつき



●６月１５日(土)、２２日(土)、２９日（土)
午後２時～ 1時間から2時間程度

◇場 所:視聴覚室(２階）
◇対 象･定 員:１６歳以上・最大２０名
◇講 師:栗林 元 氏 (実技指導者)
◇内 容:小説を書いてみたいと興味がある方向けに「文
章が書ける」から「小説が書ける」へのステップアップ
を、実際に小説を書きながら学ぶ３回連続講座。

◆申込み：５月１８日(土)午前９時～定員に達するまで
電話受付は１９日(日)より

５／１２（日）
｢かんたん手づくりカード教室」

５／１６（木）～５／２２（水）
トンボの眼 展示

３月受け入れ分から児童書 一般書 新しく はいった本

・素敵な音色とハーモニーでした。
・はじめてベルの演奏を聴きました。とても
澄んだ音色でメロディ
ーに感嘆しました。
・春をかんじる素敵な
曲が多く、とてもたの
しく聴かせていただき
ました。

§ 絵本の時間
●日 時: ５月２日(木)９日(木)

１６日(木)２３日(木)３０日(木）
▼各日とも午後２時３０分から
▼１６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

・ ・ § 紙芝居の会

●日 時:５月１８日(土）午後２時半

◇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：「にこにこピカピカ ハ★ブラ

ッシー」「チンパンジーのおんがくかい」

・ ・

§ ５月の別置

★一般書「平成ベストセラー」

★ＹＡ特集「先生！」

★児童書 「のりもの」

■「どうぶつのふしぎ」
にしもと おさむ 作・絵

清水 洋美 構成・文

出版：世界文化社

★子どもの「なぜ?」「どうして?」に楽しく

答える、驚きとふしぎ発見の動物図鑑です。

動物園でおなじみの動物たちを中心に23種

の動物の本来の暮らしを伝え、体の機能や仕

組みをわかりやすく解説しています。見返し

にイラストもあります。 【対象：小学校 低・中学年】

４８ ニ

■「違和感のススメ｣
松尾 貴史 著

出版：毎日新聞出版

★おかしいな、と感じる信号が今、社会全

体に溢れています。もの言うタレント・松尾

貴史が、永田町、メディア、言葉などに対し

て感じた“違和”を綴ります。立川志の輔と

の特別対談も収録。『毎日新聞』連載に加筆

修正し単行本化した本です。

９１４．６ マツ

§ おはなし会
●日 時: ５月９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:｢ぼくのおべんとう｣「わたしの

おべんとう」(絵本) ｢おにぎり
おにぎり｣(紙芝居)他

・ ・

§ ストーリーテリング
●日 時: ５月２５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：「ひとりふたりさんにんのこども」

（松岡享子作）「えんどうまめの上に

ねた王女さま」(アンデルセン作)「食

わず女房」（日本の昔話)

・ ・

◆展示コーナー

今月の催しもの

§ 映画上映会
●日 時: ５月１１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:「ガタカ」の上映 ※これに合わせ、

４月中旬より「未来社会」の特集をします。

・ ・

６８名の方
が参加。ふ
しぎな本の
紹介のあと
アンパンマンのカードマ
ジックや、リング通しの
マジックなどを楽しみま
した。

ライブラリーコンサート！大盛況でした！ 楽しかった！ マジックショー講演会「はじめての小説の書き方講座」

　　《一般書》　　書　　名 著 　者 請求記号

世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉　克順 ００２　コ

行く先はいつも名著が教えてくれる 秋満　吉彦 ０１９　ア

１０代のための疲れた心がラクになる本
「敏感すぎる」「傷つきやすい」自分を好きになる方法

長沼　睦雄 １４６．８　ナ

孤独に強くなる９つの習慣 植西　聰 １５９　ウ

できる人は必ず持っている一流の気くばり力 安田　正 ３３６．４　ヤ

福島のお母さん、いま、希望は見えますか？ 棚澤　明子 ５４３．５　タ

白川静さんに学ぶこれが日本語 小山　鉄郎 ８１２　コ

  《児童書》　書　　名 著　者 請求記号 対　象

おならくん
ゾーイ・フォスター・ブ
レイク　作
アダム・ニッケル　絵

Ｅ　ニ 幼児(０～５歳)

うえきはちまる
山本　和子　作
あさい　かなえ　作・絵

Ｅ　ア 幼児(３～５歳)

どうなってるの？どうぶつの歯
鈴木　勝　さく
鈴木　貴博　さく
吉田　葉子　え

Ｅ　ヨ
幼児(３～５歳)・
小低

おばあちゃんがやってきた
重本　あき子　文
やまなか　ももこ　絵

Ｅ　ヤ 小低・小中

夕焼け色のわすれもの たかの　けんいち ９１　タ 小高

北欧式お金と経済がわかる本
１２歳から考えたい９つのこと

グルヒル・Ｊ．エクルン
ド　著
氏家　祥美　監修

３３　エ
小高・中学校・
高校・一般

天使のにもつ いとう　みく ９１　イ 中学校


