
  2 月 如月きさらぎ 

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 
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節分とは文字通り、節（季節）の分かれ目のことで、本来は立春、立秋、立冬

の前日を指します。しかし現在では、立春の前日（２月３日頃）のみをいうよ

うになりました。 

【豆まきの仕方】 

節分の前日は大豆を一升枡か三方に入れて神棚に供えます。これを「福豆」と

言います。当日は日暮れまでに豆を炒ります。夜になったら家中の戸を開け放

って、一家のあるじが家から鬼を追い出すように「鬼は外、福は内」と大声で

唱えながら豆をまいていき、福が出ていかないように強く戸を閉めます。その

後、それぞれ自分の年齢の数（または数え年の数）だけ豆を食べます。この豆

を「年取り豆」といい、一年の無病息災を祈ります。お年寄りのように、豆の

数が多く食べるのが大変な場合は、年の数の豆に熱いお茶を注いで「福茶」に

します。「福茶」は年の数だけ食べるのと同じ御利益があるといわれています。 

【恵方巻きで無病息災を祈る】 

もともとは、関西地方や愛知県で行われていた風習でした。近年、その年の恵

方（良い方角）を向いて太巻き寿司を丸かぶりして（食べ終わるまで何もしゃ

べらない）、一年の無病息災と商売繁盛を願う風習が、全国的に広まっている

ようです。 

（絵でつづるやさしい暮らし歳時記 ３８６．１ /エ  他より） 

 

 

 

図書館の本は、本を探しやすくするために内容によって番号がつけられています。 

 

３０ 社会科学 
理論 方法論 研究法 指導法 社会科学

教育 社会思想 など 

３１ 政治 
政治学 政治史 国家の形態 議会 政党

政治結社 行政 外交 国際問題 など 

３２ 法律 
法学 憲法 民法 民事法 商法 商事法

刑法 刑事法 司法 国際法 など 

３３ 経済 
経済学 経済史 経済政策 企業・経営 

経営管理 貨幣 通貨 金融 保険 など 

３４ 財政 
財政学 財政政策 予算・決算 租税 

公債・国債 専売 国有財産 など 

３５ 統計 

日本・アジア・ヨーロッパ・アフリカ・北

アメリカ・南アメリカ・オセアニア 両極

地方 人口統計 国勢調査 など 

３６ 社会・労働・福祉 

社会学 社会保障 生活・消費者問題 

労働経済 労働問題 家族・男性女性問題 

社会病理 社会福祉 など 

３７ 教育 教育学 教育政策 障害児教育 など 

３８ 風俗・習慣・民話 
衣食住の習俗 冠婚葬祭 年中行事・祭礼 

伝説・民話 民族学 文化人類学 など 

３９ 国防・軍事 
戦争 国防史 軍事医学 陸・海・空軍 

古代兵法 軍学  など 

 

3分類 社会の分野を紹介  たとえば、こんな本があるよ！ 

 

本年度は、コロナウイルス感染症拡大防止のため様々なイベントが中止・延期となり、楽しみにしていただいていた多くのみなさまには大
変ご迷惑をおかけしました。みなさまの安心・安全を第一に感染症対策を徹底し、少しでもたくさん図書館をご利用していただけますよう
取り組んでまいりたいと思います。そして今後とも図書館に足を運んでいただき、十分に活用していただきたいと願っています。 
そこで令和元年度２月号に引き続き、日本十進分類法を紹介します。以下の表は児童書の分類表ですが、一般書も同じように分類されてい
ます。ここには詳しい内容として３分類を紹介しますが、他にも分類はたくさんありますので、ぜひ図書館の書棚をのぞいてみてください。
そして、いろいろなジャンルの本に挑戦し、多くのすぐれた本に出会い、心を豊かにしてください。令和３年度も多くの方々の知立市図書
館への来館をお待ちしております。 

番号 分類のなまえ こんな内容の本があるよ！ 

０ 総記 百科事典や図鑑など調べる本 

１ 哲学・宗教 考え方や心の本・占いの本など 

２ 歴史・地理 国旗や伝記マンガの本など 

３ 社会 社会科関係・民話や戦争など 

４ 自然科学 算数・理科・自然・身体・生き物など 

５ 技術・工学・生活 環境・乗り物・料理・手芸など 

６ 産業 農業・水産業・商業・交通など 

７ 芸術・体育・娯楽 趣味・遊び・工作・音楽・劇など 

８ 言語 漢字・方言・日本語・英語など 

９ 文学 ものがたり・詩・外国のことばの本など 

Ｅ えほん 絵をかいた人で絵本が分けられているよ 

 

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/ 
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冬の陰気を祓う年迎えの行事 

２月２日（2021年は、124年ぶりに2/2です） 

 

 

） 

※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。 

 

明治時代の内裏雛や、
大正時代から昭和３０
年代の源氏枠飾りや御
殿飾りを展示します。 

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       

 

歴史民俗資料館の催し 「ひなまつり展」 

◆◆ いろいろなジャンルの本に挑戦しよう！◆◆ 

おはなしの時間 

◇日 時：２月７日（日） 午後２時３０分～ 

◇場 所：図書館 おはなしコーナー（１階） 

◇行う人：図書館職員  

◇対 象： 幼児・小学生から 

◇内 容：｢ぶたのたね」（パネルシアター）他 

（小さなお子さまも楽しめるおはなし会です。） 

◇予 約：不要（先着７組） 

１２月 イベント紹介 

 

 

12/5（土）図書館講演会「はや
ぶさ２帰還」に１５名が参加。
貴重な JAXA 映像をみたり、分
かりやすく面白い解説が聞けて
楽しかったと好評でした。 
 

12/12（土）読み聞かせボラ
ンティア養成講座に２１名が
参加。知っていた本の中でも、
新しい発見があり勉強になっ
たと好評でした。 

◇日 時：２月６日（土）～３月２８日（日） 

     午前９時～午後５時 

◇場 所：知立市歴史民俗資料館 ◇入 場：無料 
※企画展前後の展示替えのため２/３～２/５、３/３０～４/１は 
臨時休館いたします。 



あす 今月の催しもの 
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

２月といえば・・・ 

 

バレンタインの季節 

に読んでみたい本 

「アイネクライネナハ

トムジーク」 

伊坂幸太郎/著 

ごく普通の人たちが巻

きおこす、小さな奇跡

の物語。 

「アーモンド入りチョ

コレートのワルツ」 

森絵都/作  

表題作をはじめ、中学

生が主人公の全３編の

物語を収録する。 

一般書 12月受け入れ分から 児童書 新しく入った本 

「陽だまりの彼女」 

越谷オサム/著 

１０年ぶりに再会した

幼馴染の彼女は、驚異

の大変身を遂げていた。 

   § 映画上映会          
●日 時：２月１０日 (水) 

     午前１０時～・午後２時～ 

◇内 容：｢お引越し」 

◆場 所：視聴覚室（２階） 

 

●日 時：２月２４日 (水) 

     午前１０時～・午後２時～ 

◇内 容：｢ベトナムの風に吹かれて」 

◆対 象：どなたでも 

 

「恋文の技術」 

森見登美彦/著 

男子大学院生が、手紙の

うえで、友人の恋の相談

にのり・・。ほろにが可

笑しい 

書簡体小説。 

「 」 
    赤松 利市 著 / 出版：講談社    

 

★東南アジアでの巨大リゾート開発推進のため、現地

役員として「島」に乗り込んでいた青木は、計画が頓

挫した後も島に残り、莫大な裏金を持って隠遁生活を

送っていた。新たな開発計画の存在を聞き、その利権

に食い込むため…。                                   【対象：一般】 

「ケーキ王子の名推理」 

七月隆文/著 

ド S パティシエ男子と

ケーキ大好き女子が甘

い推理でお悩み解決！ 

913.6/ｲｻ 

 

     §  ストーリーテリング          
●日 時：２月２７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 

◇定 員：２０人（先着順） 

◇行う人：おはなしの会 ホットケーキ 

◇内 容：｢ひなどりとねこ」(ミャンマーの民話) 

｢さる地蔵」｢だんだん飲み」(日本の昔話）他 

 

     § 紙芝居の会             
●日 時：２月２０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：｢おはいんなさい！｣ 

 ｢えのぐちゃん｣ 

B913.6/ｺｼ 

 

B913.6/ﾅﾅ 

 

    § 絵本の時間     
●日 時：２月４日(木)､１１日(木) 

       １８日(木)､２５日(木) 

      ＊午後２時３０分から 

      ＊１８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 

 

  

 

 

       

§ ２月の別置  

 『文学賞各賞受賞作』 

 
☆一般書 ☆ 

☆児童書 ☆
 

☆YA特集 ☆

 
『アニマル』 

 
『冬をたのしむ』 

「ビブリオバトル」を開催します。 

●日 時：２/１３（土） 

午後２時～３時 

◇場 所：展示コーナー 

◇行う人：本を楽しむ会 

§ 展示コーナー 
 

※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。 

 

913.6/ﾓﾘ 

 

E セ 

 

   § おはなし会         
●日 時：２月４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：｢おまめくんぱちぱちー」(紙芝居) 

｢グリーンマントのピーマン｣ (絵本） 

｢あかたろうの 1・2・3 の 3・4・5」 

｢ゆうたのゆめをみる」 (ペープ）他 

※上映会は変更・中止の場合があります。 

※感染症対策のため、マスクの着用・手指消毒・検温にご協力ください。 

※上映内容は、館内のお知らせや図書館ＨＰからご確認ください。 

91/ﾓ 

 

『感染症』 

 

913.6 アカ 

 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

感情の整理学 和田  秀樹 １４１.６ ワ 

あの場所の意外な起源   
トラビス・エルボラフ 

マーティン・ブラウン 
２９０.９ エ 

経験なき経済危機 野口 悠紀雄 ３３２.１ ノ 

トリックといかさま図鑑 マシュー・L.トンプキンス ７７９.３ ト 

お 龍
リョウ

のいない夜 風野  真知雄 ９１３.６カゼ 

十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ ９１３.６ツジ 

世界は思考で変えられる 東田 直樹 ９１４.６ヒガ 

 

《児童書》書 名 著 者 請求記号 対 象 

しかくいので   新井 洋行 E ア 幼児(0～5歳) 

悲しみのゴリラ   
ジャッキー・アズー

ア・クレイマー 
E ダ 

幼児(0～5歳) 

小低・一般 

日本語オノマトペのえほん   高野 紀子 ８１タ 小中 

宇宙に行ったらこうだった! 山崎   直子 ４４ヤ 小中・小高 

美爆音!ぼくらの青春シンフォニー   オザワ部長 ９１オ 小高 

日向丘中学校カウンセラー室   まはら  三桃 ９１マ 小高・中学 

13 歳からの「ネットのルール」 小木曽  健  /  監修 ００ジ 中学・高校 

 

「ぼくはきみできみはぼく」 

ルース・クラウス/著 

 愛と友情についての子ど

もたちの豊かなイマジネ

ーションと、それに響き

あうセンダックの絵が楽

しいアメリカの 

絵本。 

７２フ 

 

「 」 
    キョウ・マクレア 著 / 出版：フレーベル館  

 

★町のなかでも、絵本のなかでも、はだの色で人をわけ

てはいけません-。1960年代はじめのアメリカで絵本の

なかから人種差別をうちやぶった、日系アメリカ人絵本

作家ギョウ・フジカワの伝記絵本。 

【対象：小中】 

『芥川・直木賞受賞作家』 
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