
 １１月 霜月しもつき 

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 
 

 

令和元(2019)年 11月 1日発行 384号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 読書の秋！「おかえり、栞の場所で待ってるよ」◆◆  

手作りカード教室 
飛び出すしかけのカードを作ります。ちりゅっぴのカードも作れますよ。 

◇日 時：１１月２日（土） 午前１０時～午後４時 

自由な時間で参加してください。 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

 
 

★土器焼き★ 

土器作りで作った土器を、市指定史跡の荒新切遺跡で焼きます。 

◇日 時：１１月１６日（土） 午前１０時～正午 頃 

◇場 所：荒新切遺跡（西中町） 

◇対 象：土器作り参加者  ※見学はどなたでも 

 

★企画展「立藩１５０年！重原藩」展★ 
明治２年～４年のわずか２年間、 

この地域にあった重原藩について紹介します。 

◇日 時：１０月５日（土）～１１月１２日（火）  

◇場 所：歴史民俗資料館 

 

★昔の道具体験★ 

昔の道具の台秤を使って体重をはかったり 

茶うすでお茶をひいたりしてみませんか？ 

◇日 時：１１月２日（土）  

午後１時３０分～３時頃 

◇場 所：図書館 展示コーナー（１階） 
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        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。 
 

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 
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平和を考えるおはなし会 

■健康は住まいがつくる  

   田中 正敏 著  
 

◇医師で一級建築士でもある 

著者が、超高齢社会において、 

いかに健康寿命を維持し永ら 

えるか、また地域の環境や住 

まいとの関係がいかに大切で 

重要な要素であるかを解説し、 

今後の施策や仕組みづくりに 

ついても提言しています。 

 

 

 

■本にまつわる世界のことば 

藤井 光・温 又柔・斎藤 真理子 ほか 著 

 

◇ロシア語の「ブクヴォエー 

ド(本の虫)」、アラビア語の 

「ナズム(詩を作ること)」な 

ど、各国の「本にまつわるこ 

とばを集成。現代の人気作家 

や翻訳家たちが書き下ろした 

ショートストーリーやエッセイと共に紹介し

ています。 

 

■楽しく百歳、元気のコツ 
吉沢 久子 著 

 

◇今日を一番いい日に!  

2018 年に百歳を迎えた 

吉沢久子が、年を重ねて 

気づいた大切なことや、 

毎日を楽しく前向きに生 

活する秘訣を伝授します。 

『しんぶん赤旗』連載を 

もとに、百歳のインタビ 

ューなどを加えて単行本化となりました。 

 

527タ 804ホ 914.6 ﾖｼ    

おすすめ本 著者 請求記号 

最後の読書  津野 海太郎 019.0 ツ 

７０歳のたしなみ 坂東 眞理子 159 バ 

老後は非マジメのすすめ 立川  談慶 367.7 タ 

鼓に生きる   田中 佐太郎 774.7 タ 

市原悦子ことばの宝物 市原 悦子 775.1 イ 

一切なりゆき   樹木 希林 778.2 キ 

桂歌丸 大喜利人生    779.1 カ 

ことことこーこ 阿川  佐和子 913.6 アガ 

 

 

おすすめ本 著者 請求記号 

すぐ死ぬんだから 内館 牧子 913.6 ウチ 

マジカルグランマ   柚木 麻子 913.6 ユズ 

針と糸 小川 糸 914.6 オガ 

人生は美しいことだけ憶え

ていればいい 
佐藤 愛子 914.6 サト 

先生、ちょっと人生相談い

いですか？ 
瀬戸内 寂聴 伊藤 比呂美 914.6 セト 

猫も老人も、役立たずでけっこう 養老 孟司 914.6 ヨウ 

レンタルなんもしない人の

なんもしなかった話 
レンタルなんもしない人 916 レ 

 

大人のための朗読会 
～聴いて楽しむ名作ライブ～ 

◇日 時：【第一回】１１月３日（日・祝）午前１０時～正午 

森村誠一「休眠用心棒」 

東野圭吾「甘いはずなのに」 

【第二回】１１月４日（月・振休）午前１０時～正午 

     有吉佐和子「千姫桜」 

     重松清「カーネーション」 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇行う人：あおみの会朗読グループ 

 

今年の読書週間 

の標語です。 

図書館・資料館まつり 

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! 
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❂   § 絵本の時間            ❂ 
●日 時：１１月７日(木)､２８日(木) 

     午後２時３０分から 

◇場 所：図書館 おはなしコーナー 

◇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：１１月９日 (土) 

     午後２時３０分から 

◇場 所：図書館 おはなしコーナー 

◇行う人：あおみの会 

      朗読グループ 

◇内 容：「しましま」 

「かまた先生のアリとキリギリス」 

❂       § おはなし会       ❂ 
●日 時：１１月７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」（絵本） 

「でんしゃにのって」(絵本）      

「みんなでぽん」（紙芝居） 

「おおきなかぶ」（人形） 他 

§ 展示コーナー  

＊1１月２日（土) 

午後１時３０分～３時頃 

歴史民俗資料館イベント 

「昔の道具体験」 

❂            §  ストーリーテリング             ❂ 
●日 時：１１月２３日（土・祝）午前１１時～１１時３０分 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階）  

◇対 象：幼児・小学生から大人まで 

（小さい子は、保護者のひざで） 

◇行う人：おはなしの会 ホットケーキ 

◇内 容：「風の神と子ども」(日本の昔話）「五分次郎」(日本の昔話） 

「よくばりワシカ」(ラトビアの民話)  他 

《児童書》書 名 著 者 請求記号 対 象 

まいにちたのしい   KAKATO Ｅオ 幼児(0～5 歳) 

おばあさんとあひるたち   ホープ・ニューウェル Ｅオ 幼児(3～5 歳)・小低 

ゆるびーくんえんそくにいく   斉藤 洋   ９１サ 小低 

じゅんびはいいかい?  末吉 里花 Ｅナ 小低・小中 

青いあいつがやってきた!?    松井 ラフ ９１マ 小中 

保健委員会といっしょに今

日からできる予防のてびき

1  

齋藤 久美 監修 ４９ホ 小中・小高 

めざせ鉄道博士! 

日本全国鉄道路線地図 
地理情報開発 編 ６８メ 小中・小高 

 
 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

ほどよい“居場所”のつくりかた   菅原 圭 １５９ス 

アラスカ探検記  マーク・アダムス ２９５.３ア 

知られざる金属の不思議   齋藤 勝裕 ５６０サ 

はじめよう!移動販売  滝岡 幸子 ６７３.９タ 

北欧 4 か国旅行会話 森 百合子 監修 ８４９.４ホ 

わたしの良い子  寺地 はるな ９１３.６テラ 

レス   
アンドリュー・   

ショーン・グリア 
９３３グ 

 

❂  § 映画上映会         ❂ 
●日 時：１１月９日（土） 

     午前１０時～と午後２時～ 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇対 象：どなたでも 

◇内 容：「アイス・エイジ」(日本語吹き替え版) 

※ これに合わせ、１０月中旬より 

「  氷河期  」の特集をします。  

       

 § １１月の別置  

 『運動と健康』 

 
☆ 一般書 ☆ 

☆児童書   ☆
 

☆YA特集 ☆
 

『名探偵登場！』 

『古典に親しむ』 

「図書館探検ツアー」参加者募集 
◇日 時：１２月１５日（日） 

【第一回】午前１０時３０分～ 

【第二回】午後２時～（各回４５分程度） 

◇場 所：図書館 ロビー（１階）集合 

◇内 容：普段は見ることができない書庫などのバック 

ヤードをはじめ、図書館の中を職員の説明を 

聞きながら見学します。  

◇定 員：各回１５人 

(小学３年生以下のお子さまは、大人の方とご参加ください） 

◇予 約：１１月２３日（土・祝）から図書館カウンターにて 

※電話受付は１１月２４日（日）から 

 

講演会「デザインとは何か？」 
◇日 時：１１月３０日（土） 

午後２時～４時 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇内 容：人と暮らしと常に隣り合わせにあるデザインを

解剖し、デザイナーが何を考えているのか、一

体デザインとは何なのかを探る講演会です。  

◇対 象：１６歳以上 

◇定 員：５０人（先着順） 

◇予 約：１０月２７日（日）から図書館カウンターにて 

※電話受付は１０月２９日（火）から 

児童書 一般書 新しく入った本 ９月受け入れ分から 

今月の催しもの 

特別館内整理のため 

休館します！ 

11月 13日(水) 

～22日(金) 

ご迷惑を 

おかけしますが、 

ご協力を 

お願いします。 

Ｅラ 

 

「危険なジェーン」とよばれても 」 

スザンヌ・スレード 文 ／アリス・ラターリー 絵 

岩崎書店出版：   

★アメリカ人女性としてはじめてノーベル平和賞に 

かがやいたジェーン・アダムズ。 

うらぎりものと言われても信念を貫き、世界の平和 

のために力をつくした彼女の生涯を描いた伝記絵本 

です。          【対象：小低・小中】 

草間彌生わたしの芸術」 

草間 彌生 グラフィック社   作 ／ 出版：

日本を代表する現代美術家・草間彌生の ★

生い立ちを含めた包括的な作品集です。 

絵画からパフォーマンス、インスタレー 

ションまで、草間の芸術を解説とともに紹介 

するほか、彼女自身が記した物語や詩、初期 

のインタビュー等も収録しています。 

 

 

７０８ク 

 

『古典をたのしむ』 
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