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 １１月 霜月しもつき 
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おすすめ本 著者 請求記号 

おもいではきえないよ ジョセフ・コエロー E コ 

老いてこそデジタルを。   若宮 正子 007.6 ワ 

100歳まで読書 轡田  隆史 019   ク 

卒寿の自画像 中西 進 289.1 ナ 

目指せ!全国制覇御城印ガイド 萩原 さちこ 監修 291.0 メ 

老〜い、どん!   樋口  恵子 367.7 ヒ 

90歳セツの新聞ちぎり絵 木村  セツ 726.9 キ 

夢もまた青し 志村 ふくみ 他 753.0 ユ 

 

 

おすすめ本 著者 請求記号 

わたしの芭蕉 加賀 乙彦 911.3 マ 

君はるか 古関 正裕 913.6 コセ 

流浪の月 凪良 ゆう 913.6 ナギ 

太平洋食堂 柳  広司 913.6 ヤナ 

老人初心者の覚悟 阿川 佐和子 914.6 アガ 

老人の美学 筒井  康隆 914.6 ツツ 

猫を棄てる 村上  春樹 914.6 ムラ 

 

 

『©JAXA』 

初めての読み聞かせ講座 

 

◇日 時：１１月８日（日） 

第一部：午後２時～２時４０分【０歳３か月児から１歳児未満】 

第二部：午後３時～３時４０分【１歳児～３歳児】 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階）   

◇講 師：北川 美知子 氏 

◇定 員：第一部・第二部 各７組 

◇申 込：１０月１７日（土）午前９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は、１０月２０日（火）午前９時から 

保護者の方の入場は、各組一人に限らせていただきます。 

手作りカード教室  ～ポップアップカード（立体）をつくるよ～ 

 

◇日 時：１１月１５日（日）  

第一部：午前１０時～１１時  

【小学1年生～３年生以下とその保護者】 

第二部：午後２時３０分～３時３０分 

【小学４年生から大人の方 （ただし小学生は保護者同伴）】 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇定 員：第一部・第二部 各２０名 

◇申 込：１１月１日（日）午前９時から図書館カウンターにて 

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! 

 

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      

 

◆ 読書の秋！「ラストページまで駆け抜けて」◆ 

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/ 

 
今年の読書週間

の標語です。 

        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。 

 
■ライオンのおやつ 

小川 糸／著 ポプラ社 

  

◇若くして余命を告げられた

雫は、残りの日々を瀬戸内の

島のホスピスで過ごすことを

決めた。穏やかな景色の中、

本当にしたかったことを考え

る雫。ホスピスでは毎週日曜

日、入居者がリクエストでき

る「おやつの時間」があって

…。 

■うちの父が運転をやめません  
垣谷 美雨／著 KADOKAWA  

 

◇高齢者ドライバーの事故を 

伝えるテレビニュースを見た 

雅志は、父親も78歳になること 

に気づく。不安になって、父親 

に運転をやめるよう説得を試み 

るが…。親の運転をきっかけに 

家族が新たな一歩を踏み出す、 

心温まる家族小説。 

印
は
休
館
日
で
す
。 

印
は
館
内
整
理
日
の 

た
め
休
館
し
ま
す
。 

 

     

913.6/オガ 913.6/カキ 

※コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント等で延期・中止を行う場合があります。 

 

読み聞かせボランティア養成講座  「絵本の読み聞かせを楽しもう」 
 

◇日 時：１２月１２日（土） 午後２時～３時３０分 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇対 象：読み聞かせに興味がある人 

     幼児・小学生の保護者の方にもお薦めです 

     ※子ども同伴での参加はできません 

◇定 員：２０名 

◇講 師：鈴木  穂波 氏 （岡崎女子短期大学准教授） 

◇申 込：１１月７日（土）午前９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は１１月１０日（火）午前９時から 

■ひとり老後、賢く楽しむ 
岸本 葉子／著 文響社 

 

◇59 歳でローンで家を買った

ひとり暮らし 70 代女性が後悔

していない理由、1 か月後に死

んでも 100 歳まで生きても満

足するプラン…。いろんな人

に話をきいて「ひとり老後」

の明るい迎え方を考えてみま

した。 

367.7/キ 

知立市図書館講演会 

「はやぶさ２帰還 ～はやぶさ２の活躍と小惑星リュウグウの謎～」 
 

◇日 時：１２月５日（土） 午後２時～４時 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇参 加：無料  ◇対 象：１６歳以上 

◇定 員：２０名 

◇講 師：浅田  英夫 氏 （天文研究家） 

◇申 込：１１月７日（土）午前９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は１１月８日（日）午前９時から 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    § １１月の別置  

 保健センターコラボ『食事と健康』 

『感染症』『科学道 100 冊 2020』 

 

☆ 一般書 ☆ 

☆児童書   ☆
 

☆YA特集 ☆
 

『イート・イット！食』 

 

《児童書》書 名 著 者 請求記号 対 象 

ありがとう、アーモ!   オーゲ・モーラ Ｅモ 幼児(0～5 歳) 

つるかめつるかめ   中  脇    初  枝 E ア 幼児(3～5 歳) 

もじゃもじゃペーター   
ハインリッヒ・ホフ

マン 
Ｅホ 

幼児(3～5 歳) 

小低 

山のトントン やえがし なおこ 91 ヤ 小低 

ぼくのあいぼうはカモノハシ   
ミヒャエル・エング

ラー 
94 エ 小低・小中 

あさ 扇野 剛 91 オ 小中 

名作古典にでてくるどうぶつ

の不思議なむかしばなし 
福井 栄一 91 メ 小中・小高 

 

児童書 一般書 新しく入った本 ９月受け入れ分から 

 

田村 セツコ  著  /  出版：興陽館  

  

★人は誰でも生まれたときからたったひとりだから-。

82歳現役イラストレーター・田村セツコが、「孤独」

についての悩みや、孤独を乗り越える方法、ひとりが大

好きになってたのしむ方法などを、思いのままに綴る。  

               【対象：一般】 

726.5 タ 

 

※コロナウイルス感染症 

拡大防止のため当面の間 

中止いたします。 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

贈与の系譜学   湯浅 博雄 104   ユ 

ちょっとケニアに行ってくる 池田 正夫 289.1 イ 

モノが壊れないしくみ 水野 操 501.3 ミ 

我々は、みな孤独である   貴志 祐介 913.6 キシ 

あなたのご希望の条件は   瀧羽 麻子 913.6 タキ 

CA ボーイ 宮木 あや子 913.6 ミヤ 

ニッポンの違和感 松尾 貴史 914.6 マツ 

現想と幻実 
アーシュラ・K.ル=

グウィン 
933   ル 

 

 

    § 絵本の時間             
●日 時：１１月５日(木)､１２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１４日 (土)【第２土曜日】 

     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：｢ぱん・ぱん・パンやさん」 

｢おれがいちばんかけあしオオカミ」 

今月の催しもの 

§ 映画上映会        
 

松永 展明 監修  /  せべ まさゆき  絵 

ＷＩＬＬこども知育研究所  編著  /  出版：金の星社 

 

★人間の体の中に忍び込んで仲間を増やし、悪さをす

る新型コロナウイルス。うつらないため、うつさない

ため、どんなことに気をつけたらいい? 未知の感染症を

理解し予防策を身につけられる絵本。 

９月６日「こども 図書館寄席」に、２３名が参加。  

社会人落語家による子ども向け寄席を、図書館で初めて開

催しました。初心者にもわかりやすく解説もあったので、

子どもたちからの笑い声も聞こえ、多くの方に楽しんでい

ただきました。 

９月のイベント紹介 

 

      §  ストーリーテリング              
●日 時：１１月２８日（土）午前１１時～１１時３０分 

◇場 所：図書館 おはなしコーナー 

◇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) 

「おいしいおかゆ」(グリムの昔話）｢ねずみ浄土」(日本の昔話) 

※コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベント等で人数制限（おはなしコーナーは先着７組）を行う場合があります。 

 

49 ド 

 

『洋書絵本と日本の絵本』 

   特別館内整理のため 

    休館します！ 

 

11 月 18 日(水) 
～27 日(金) 

 § おはなし会        
●日 時：１１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：｢どうぞのいす」（絵本） 

｢どんどこももんちゃん」（絵本）      

｢みんなでぽん」（紙芝居） 

｢びっくりおいも」（パネルシアター） 他 

ご迷惑を 

おかけしますが、 

ご協力を 

お願いします。 

『秋を楽しむ』 

【対象：小低】 

『感染症』『科学道 100 冊 2020』 

 


