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◆ 成人・卒業～新たな一歩を踏み出した あなたに～ ◆ 

印
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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     

 

３月３日といえば、ひな祭りを思い浮かべる方が多い 

かもしれませんが、実は「耳の日」でもあるのです。 

これは、耳の衛生についての知識の普及、聴覚障害 

の予防や治療などの理解を深めることを目的として、 

1956年、日本耳鼻咽喉科学会が、三月三日の「三・三」と耳の

「みみ」の語呂合わせから定めました。 

この日は、単なる語呂合わせというだけではありません。 

聾唖（ろうあ：耳が聞こえず、ことばが話せない）で盲目（もうもく：目

がみえない）という三重苦を背負ったヘレン・ケラーに彼女の家庭教師アン・

サリバン・ナーシー女史が、献身的な指導を始めた日ともされています。  

さらに、ヘレン・ケラーにサリバン女史を紹介し、耳や聴力研究の功労者で、

電話機の発明者でも知られる、グラハム・ベルの誕生日でもあります。 

他にも「鼻の日・八月七日」、「ひげの日・八月八日」、目の愛護デー・ 

十月十日」があり、合わせて「日本四大顔面記念日」といいます。 

今年は３月３日の「耳の日」を機会に、ご自分の「耳」について見直して

みませんか？ 

(「３月のえほん」３８キ３.、「子どもに教える今日はどんな日？」386. 1タ  より) 
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■きみを変える50の名言  
 佐久間 博 著  

出版：汐文社  

◇客観的に物事を見る目を養 

うことはとても大事なこと。 

未知の世界を探求する科学者 

や冒険家、起業家など。各界 

で活躍する著名人たちがつむ 

いだ、未来に向かっての努力 

や、夢などの名言をわかりや 

すい解説とともに紹介しています。 

■ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 

ブレイディみかこ 著 

出版：新潮社 

◇優等生の「ぼく」が通い始め 

たのは、人種も貧富もごちゃま 

ぜの「元・底辺中学校」。 

世界の縮図のような日常を、思 

春期真っ只中の「ぼく」と著者 

である母が、ともに考え悩み乗 

り越えていく等身大ノンフィク 

ションです。 

 

■ビッグ・クエスチョン 
スティーヴン・ホーキング 著 

出版：NHK 出版  

◇「宇宙の始まりとは?」 

「人類は地球に住み続ける 

べきか?」「ＡＩは人間を超 

えるか?」など、誰も解き 

明かしていない 10 の究極 

の問い(ビッグ・クエスチョン) 

に、ホーキング博士が挑みます。 

天才科学者による最後の書下ろしです。 

 

 

１５サ 376.3 ブ 440.4 ホ    

《推薦図書》書名 著者 請求記号 

何のための「教養」か 桑子 敏雄 00 ク 

「空気」を読んでも従わない 鴻上 尚史 15 コ 

14 歳からの政治入門  池上 彰 31 イ 

平和のバトン 弓狩 匡純 31 ユ 

人をつくる読書術  佐藤 優 019 サ 

脱・呪縛 鎌田 實 159.7 カ 

本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤 孝 159.7 サ 

南極ではたらく   渡貫 淳子 297.9 ワ 

ふるさとって呼んでもいいですか ナディ 334.4 ナ 

 

 

《推薦図書》書名 著者 請求記号 

9 月 1 日  母からのバトン 樹木 希林／内田 也哉子 371.4 キ 

死ぬんじゃねーぞ!! 中川 翔子 371.4 ナ 

地球生まれで旅育ち ヤマザキ マリ 726.1 ヤ 

死にがいを求めて生きているの   朝井 リョウ 913.6 ｱｻ 

ノーサイド・ゲーム 池井戸 潤 913.6 ｲｹ 

線は、僕を描く 砥上 裕將 913.6 ﾄｶﾞ 

空は逃げない まはら 三桃 913.6 ﾏﾊ 

本と鍵の季節 米澤 穂信 913.6 ﾖﾈ 

世界のはての少年 ジェラルディン・マコックラン 933 マ 

 
 
 

 

 

 

 

 

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 

 

３月 弥生やよい 

◇日 時：３月２１日（土）午後５時３０分開演 

            （演奏時間 約１時間） 

◇場 所：図書館 児童開架（１階） 

◇行う人：PUENTE（中垣友希、中村新、間野英里） 

 

本に囲まれた空間で 

間近での生演奏をお楽しみください♪ 

小さいお子さまから大人の方まで 

楽しめるコンサートです☆★ 

※コンサート開催に伴い、 

３月２１日（土）は 午後 7 時まで 

延長して開館しております。 

貸出・返却等もご利用いただけます。 

若い人に贈る読書のすすめ(2020)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！ 
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今月の催しもの 

❂   § 絵本の時間                ❂ 
●日 時：３月５日(木)､１２日(木) 

１９日(木)、２６日(木) 

＊午後２時３０分から 

＊１９日は午前１１時からも実施 

◇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：３月２１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：「とりのおうさま」 

「ありがとう げんきでね」 

❂        § おはなし会        ❂ 
●日 時：３月５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：「おおきくなるっていうことは」（絵本） 

「ぺんぎんたいそう」(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 

❂            §  ストーリーテリング             ❂ 
●日 時：３月２８日（土）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：「おおきなかぶ」(ロシアの昔話） 

「カラスととげ」(トルコの昔話） 

「花咲かじい」(日本の昔話)  他 

《児童書》書 名 著 者 請求記号 対 象 

だいずさんちはだいかぞく  まつくら くみこ Ｅマ 幼児(0～5 歳) 

あなたがおおきくなるひまで     ケイト・バンクス Ｅス 幼児(3～5 歳)  

からだのふしぎ   にしもと おさむ ４９二 小低・小中 

今日からやろう      

お手伝いはわたしの仕事 1 
寺西 恵里子 ５９テ１ 小低・小中・小高 

なんでお母さんはいつもおこるの? 古沢 良太 １０ナ 小中 

憎しみを乗り越えて 佐藤 真澄 ２８コ 小高 

あかちゃんはどうやって        

つくられるの? 
アンナ・フィスケ ３６フ 小中・小高・中学 

 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

池上彰と現代の名著を読む  池上 彰 ０１９イ 

明智家の末裔たち    明智 憲三郎 ２８８.３ア 

いちばんやさしいキャッシュレス 

決済の教本   
川野 祐司 ３３８カ 

首里城  ５２１.８シ 

おにぎりの本  おにぎり協会 監修  ５９６.３オ 

どんなに緊張してもうまく話せる!  渡辺 由佳 ８０９.２ワ 

奈落   古市 憲寿 ９１３.６ﾌﾙ 

 

❂   § 映画上映会      ❂ 
～「スチュアート・リトル」～ 

●日 時：３月１４日（土） 

     午前１０時～と午後２時～ 

（午前・午後ともに日本語版） 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇対 象：どなたでも 

※ これに合わせ、２月中旬より 

「ねずみ 」の特集をします。  

児童書 一般書 新しく入った本 １月受け入れ分から 

６５セ 

 

自分の力で肉を獲る」 
千松 信也 著 ／ 出版：旬報社  

 

★猟師・千松信也による、子どものための「野生へ
の手引き」です。わなの仕掛け方から、獲物のしと
め方、解体の手順まで、イラストや写真を交えて丁
寧に解説しています。 

巻頭にはわかりやすいカラー写真ページ付きです。 

【対象：小中・小高】 

ある醜聞(スキャンダル) 」 
 ベルトン・コッブ 著 ／ 出版：論創社  
 

★ロンドン警視庁の女性職員の非業の死。 

背景に警視庁内の醜聞が関わっていると信じ

るアーミテージ警部補は、犯人を捜査すると

同時に、醜聞に対して穏便な幕引きを図ろう

と孤軍奮闘し…。 

1969 年に英国で発表された警察小説です。 

 

 

933 コ 

 

       

§ ３月の別置  

 『文学賞受賞作特集』 

 
☆ 一般書☆  

☆児童書  ☆  

☆YA特集 ☆  『アスリート』 

 
『春をたのしむ』 

企画展 「時代で見る おひなさま」 
期 間：２月１日（土）～３月２９日（日） 

 

✿ひなまつりスタンプラリー開催✿ 
期 間：２月１日（土）～３月８日（日） 

内 容：おひなさまを展示する県内３５館が参加。 

     ３館・１ブロック・全館を回るとそれぞれ素敵な 

プレゼントがあります。 
 

✿ひなまつり写真コーナー✿ 
おひなさまの顔出しパネルを設置しています。 

☆展示期間中いつでもどうぞ！ 

入場無料 

 

２３名の方が参加。 

「となりのトトロ」と宮沢賢治の童話

の関係性や賢治文学における方言の在

り方を通して、方言と表現世界の関わ

りについて考えました！ 

１/５ 知立よいとこ新春ふるさとかるた会 

１/４ アニメーション・童話から方言について学ぶ 

 

同時開催 

最近の 

新収蔵品紹介展 

 

 
２７名の方が参加。 

「知立ふるさとかるた」を使って

かるた遊びを楽しみながら、知立

の魅力を再発見しました！ 

   展示コーナー  

＊３月５日（木) 

～３月１８日（水） 

「ミモザの会」 

 

javascript:Authority_ExecCGI('110005719520000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('120002012420000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110003870120000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('72862920000','aauth')
javascript:Authority_ExecCGI('72862920000','aauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110000670120000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110005000530000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110005843730000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('120002985510000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110002972680000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110005461230000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110005127390000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('210001502390000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('210001502390000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110004649280000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110005819170000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('110005346790000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('310000878260000','cauth')
javascript:Authority_ExecCGI('120001707750000','bauth')
javascript:Authority_ExecCGI('310000202440000','cauth')

