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◆◆ たくさん読んで、大きくなあれ！◆
◆

印
は
休
館
日
で
す
。 

印
は
館
内
整
理
日
の 

た
め
休
館
し
ま
す
。 

               ４月２３日～５月１２日は「こどもの読書週間」です。  

今回は、第２５回日本絵本賞最終候補絵本（全国学校図書館協議会／毎日新聞社）の中か 

ら知立市図書館所蔵の本を紹介します。 

４月の入学や進級で環境の変化もあり、これからどんどん成長していく子どもたちにとって、本が少しでも手助

けになればと思います。 

編集発行 知立市図書館 

      知立市南新地二丁目３番地３ 

 ＴＥＬ ０５６６（８３）１１３１ 

 ＦＡＸ ０５６６（８３）６６７５ 

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

 

■ルイーズ・ブルジョワ   

エイミー・ノヴェスキー 文 
イザベル・アルスノー 絵 

出版：西村書店   
◇巨大クモ「ママン」で世界 
的な彫刻家となったルイーズ・ 
ブルジョワの生涯を描いてい 
ます。母と娘の絆や思い出…。 
それらが後に彫刻家としての彼女に大きな影
響を与えていることがよくわかる伝記的絵本
です。               【対象：小学校 中・高学年】 

■あのねこは    
石津 ちひろ 文 
宇野 亞喜良 絵 
出版：フレーベル館  

◇あのねこのことをわた 
しはけっして忘れない…。 
詩人・石津ちひろが、今 
は亡き飼いねこへの思い 
をつづっています。宇野亞喜良の美し
い装画で彩られた絵本です。 

【対象：小学校 低・中・高学年】 
 

Ｅア Ｅウ    

書名 著者・画家・訳者 請求記号 対象 

ゴロゴロゴロゴロ あき びんご 作 Ｅア 
幼児 

(0～5 歳) 

めをとじてみえるのは 
マック・バーネット 文 

イザベル・アルスノー 絵 
Ｅア 

幼児 

(0～5 歳) 

たぬきのひみつ 加藤 休ミ 作 Ｅカ 
幼児 

(0～5 歳) 

しろとくろ  きくち ちき 作 Ｅキ 
幼児 

(0～5 歳) 

きょうふのしりとり   武田 美穂 作 Ｅタ 
幼児 

(0～5 歳) 

ころべばいいのに ヨシタケ シンスケ 作 Ｅヨ 
幼児 

(0～5 歳) 

ゆげゆげ〜 さいとう しのぶ 作・絵 Ｅサ 
幼児(0～5 歳) 

小低 

くもとそらのえほん 五十嵐 美和子 作・絵 Ｅイ 
幼児 

(3～5 歳) 

こくん 
村中 李衣 作 

石川 えりこ 絵 
Ｅイ 

幼児 

(3～5 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) 

くろいの 田中 清代 作 Ｅタ 
幼児 

(3～5 歳) 

ヒキガエルがいく パク ジォンチェ 作 Ｅパ 
幼児 

(3～5 歳) 

みらいのえんそく ジョン・ヘア 作 Ｅヘ 
幼児 

(3～5 歳) 

 

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 

 

５月 皐月さつき 

書名 著者・画家・訳者 請求記号 対象 

タタタタ りとう ようい  作・絵 Ｅリ 
幼児 

(3～5 歳) 

たまたまたまご 
内田 麟太郎 文 

北村 裕花 絵 
Ｅキ 

幼児(3～5 歳) 

小低 

金の鳥 
八百板 洋子 文 

さかた きよこ 絵 
Ｅサ 

幼児(3～5 歳) 

小低 

ぱんつさん  たなか ひかる 作 Ｅタ 
幼児(3～5 歳) 

小低 

どうぶつ ABC えほん   
安江 リエ 文       
降矢 なな 絵 

Ｅフ 
幼児(3～5 歳) 

小低 

ほうさんちゅう   
松岡 篤 監修      
かんちく たかこ 文  

Ｅホ 
幼児(3～5 歳) 

小低 

なまえのないねこ   
竹下 文子 文 

町田 尚子 絵 
Ｅマ 

幼児(3～5 歳) 

小低 

たてる 
サリー・サットン  作 
ブライアン・ラブロック 絵 

Ｅラ 
幼児(3～5 歳) 

小低 

もしもだるまにであったら 
山田 マチ 作 

福島 モンタ 絵 
Ｅフ 小低 

しゅつどう!しょうぼうたい  鎌田 歩 作・絵 Ｅカ 小低・小中 

ドラゴンのお医者さん   
パトリシア・バルデス 文 

フェリシタ・サラ 絵 
Ｅサ 小低・小中 

自転車がほしい!   
マリベス・ボルツ  文 

ノア・Z.・ジョーンズ  絵 
Ｅジ 小低・小中 

ひとすじの光 
ウォルター・ウィック 

文・写真 
42 ウ 小中・小高 

 

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       

 

■るすばんかいぎ  

    浜田 桂子 作  
出版：理論社  

◇ゆうきくんが留守の家の 
中で、家具たちの「るすば 
んかいぎ」が開かれ、この 
ごろの、ゆうきくんの様子 
を話し合います。ひとりの 
男の子の成長を見守る、意 
外な“家族”たちのあたたかな物語です。 
【対象：幼児(０～５歳)、小学校 低学年】 
 

E ハ 

第62回「こどもの読書週間」の標語です！ 
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今月の催しもの 

《児童書》書 名 著 者 請求記号 対 象 

ちかてつもぐらごう 大森 裕子 Ｅオ 幼児(0～5 歳) 

こんなおおきなかず、みた

ことある? 

セス・フィッ

シュマン 
Ｅグ 

幼児(3～5 歳) 

小低 

おもいではきえないよ 
ジョセフ・コ

エロー 
Ｅコ 

幼児(3～5 歳) 

小低 

ジェンと星になったテリー   草野 あきこ ９１ク 小低 

あったらいいな、こんな義手 斎藤  多加子 ３６サ 小中・小高 

生ごみからエネルギーをつくろう! 多田 千佳 ５７タ 小中・小高 

わたしの外国語漂流記   阿部 賢一 ほか ８０ワ 中学生 

  《一般書》書 名 著 者 請求記号 

異端のすすめ 橋下 徹 １５９.４ハ 

世界一わかりやすい新型コロ

ナウイルス完全対策BOOK 

寺嶋 毅 監修 

西脇 俊二 監修 
４９８.６セ 

こまったさんのレシピブック 寺村 輝夫 レシピ 原案 ５９６コ 

派遣添乗員ヘトヘト日記 梅村 達 ６８９.６ウ 

東京ホロウアウト 福田 和代 ９１３.６ﾌｸ 

クスノキの番人 東野 圭吾 ９１３.６ﾋｶﾞ 

夜明けの M 林 真理子 ９１４.６ﾊﾔ 

 

 

Ｅシ 

 

「ねえねえあのね 」 

しもかわら ゆみ 作 ／ 出版：講談社  
 

★ひよこちゃんがねずみさんに「だいすきよ」。

うれしくなったねずみさんは、あひるさんに 

「だいすき」。あひるさんもうれしくなって…。 

動物たちがからだでうれしいきもちを表現した、

読み聞かせにぴったりの絵本です。                                         

【対象：幼児（０～５歳）】 

385.9 ゴ 

 

児童書 一般書 新しく入った本 ３月受け入れ分から 

「気持ちを伝える贈りもの」 

後藤 由紀子 著 ／ 出版：大和書房  
 

★めったに買い換える機会のないものを。 

作り手が見える地元の味を…。 

大人の贈りものにふさわしい逸品を、 

「ありがとう」「おめでとう」という 

「気持ち」別に分けて、エッセイとと 

もに紹介しています。 

 

 

「はじめての小説の書き方講座」延期のご案内 
 

６月に開催予定の「はじめての小説の書き方  

講座」は、新型コロナウイルス感染拡大のため 

延期させていただくこととなりました。  

なお開催日が決まり次第改めてご案内させ

ていただきます。 

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理

解いただきますようお願い申し上げます。  

※コロナウイルス感染拡大防止のため、イベント等が延期・中止になる場合があります。 

 

楽しみにしていただいていた皆様には、ご迷惑をおかけしますが 
ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

５月に開催予定のイベントにつきましては、中止いたします。 
 

・【絵本の時間】毎週木曜日  ・【おはなし会】第一木曜日 

・【映画上映会】第二土曜日  ・【紙芝居の会】第三土曜日 

・【ストーリーテリング】第四土曜日 

 

 

☆児童書☆
 
「名作』 

☆YA 特集☆
 
「アスリート』 

 

☆一般書☆  
 

『新生活応援』 
 

こどもの読書週間中は、カウンターで「読書記録ノート」や 

「なんさつよんだかな？」を配っています。 

枠を全部うめるとプレゼントがもらえるよ！ 

 
この機会にたくさん本を読もう！ 
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