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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 

 

★貸し出し期間は１週間。 

※予約・延長はできません。 

★本は、東玄関側の入り口付近に別置

しています。（８月末まで） 

 
対象児童生徒等 課題図書の書名 

小学校低学年 

あなふさぎのジグモンタ 

そのときがくるくる 

みずをくむプリンセス 

どこからきたの？おべんとう 

小学校中学年 

わたしたちのカメムシずかん 

：やっかいものが宝ものになった話 

ゆりの木荘の子どもたち 

ぼくのあいぼうはカモノハシ 

カラスのいいぶん：人と生きることをえらんだ鳥 

小学校高学年 

エカシの森と子馬のポンコ 

サンドイッチクラブ 

おいで、アラスカ！ 

オランウータンに会いたい 

中学校 
with you（ウィズ・ユー） 

アーニャは、きっと来る 

牧野富太郎【日本植物学の父】 

高等学校 
水を縫う 

兄の名は、ジェシカ 

科学者になりたい君へ 

 

◆◆ 図書館のイベント紹介！◆◆ 

課題図書貸し出し中！！ 
 

夏休み親子折り紙教室   

 コロナ禍での２年目の夏を迎えようとしています。感染症対策の生活がまだまだ続く中、図書館では、

課題図書の貸し出しを開始し、小学生向けに、夏のイベントも計画しました。夏休みの思い出に図書館を

ご利用ください。感染症対策を徹底し、お待ちしております。 

「ゆりの木荘の子どもたち」 

 富安 陽子 作 / 出版 ： 講談社  

★遠い夏の日の呼び声にこたえ、おばあさんたちは 

時を超えて、子どもにもどった-。いまは老人ホーム 

として使われている「ゆりの木荘」。 

住人のひとりが懐かしい手まり歌を歌いはじめると、 

玄関ホールの古時計の針が逆回転し…。  

 

                     【対象：小学校高学年】 

◇日 時：７月１７日 (土) 午前１０時～１１時 

◇場 所：図書館２階 視聴覚室 

◇対 象：知立市内の小学生 【２０名】  

    （お子様のみの参加とさせていただきます） 

◇講 師：島田 尚幸 氏（東海中学校教諭・あいち妖怪保存会共同代表） 

◇内 容：妖怪先生（中学理科教諭）による、手品のような不思議で 

面白い科学実験教室です。身近な道具や材料を使った実験、 

身体を使った実験などを一緒に楽しみませんか？ 

◇予 約：７月３日（土）から図書館カウンターにて。 

※電話受付は行いません。 

※初日の朝に申し込む人は、正面玄関(公園側)から 

入ってください。 
※なお、先生による「夏の妖怪教室」（小学生以上）を８月１５日に図書館にて 

行う予定です。詳しくは８月号にて掲載予定ですので、お楽しみに！！ 

科学実験教室  

 「あなふさぎのジグモンタ」 

とみなが まい 作 /  出版 ：ひさかたチャイルド 

★ジグモのジグモンタは、「あなふさぎや」をしています。

洋服にあいてしまったあなをふさぐ仕事です。 

でも、みんなはすぐに新しいものを欲しがり…。 

ひとつのものを長く使う喜びを伝える絵本。 

「あなふさぎのうた」の楽譜付き。 

 

【対象：小学校低学年】 

折り紙で 「アマビエ」 をつくります 

◇日 時：８月１日 (日) 午前１０時～正午 

◇場 所：図書館２階 視聴覚室 

◇対 象：小学生（保護者同伴）【２０名（１０組程度）】 

    ※小学４年生以上は、子供のみでも参加可能です！ 

◇講 師：丹羽 兌子（にわ たいこ）氏 

     (折り紙作家  日本折紙協会講師) 

◇持ち物：はさみ、のり、サインペン 

     ※おりがみは図書館が用意します 

◇予 約：７月１７日（土）から 

図書館カウンターにて。  

※電話受付は行いません。  

※初日の９時に申し込む人は、正面玄関 

（公園側）から入ってください。 

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

 

９１ト 

 

E タ 

 

 
考える読書「第６６回青少年読書

感想文全国コンクール入選作品」

の本もあります。読書感想文を 

書くときの参考にどうぞ！ 
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疫病退散 

 

javascript:Authority_ExecCGI('110003590060000','bauth')


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一日司書募集 ～図書館の仕事を体験してみよう！～ 平和を考える絵本の会 

◆「けんだましょうぶ 」 

    にしひら  あかね 作/ 出版：福音館書店  

★けんだまを持ってあそびに出かけたけいくんは、きつね、

たぬき、魔女、天狗と、けんだまで勝負! でもそのけんだま

は、みんなどこかへんてこで…。ユーモアとナンセンスに満

ちた世界。 

            【対象：幼児（3～5歳）・小低】 

《一般書》書 名 著 者 請求記号 

なぜ、学ぶ習慣のある人は強いのか? 
土屋 裕介  

佐々木 弘明 
１５９.４ ナ 

おっさんず六法 松沢 直樹 ３２０  マ 

極上ずぼら飯 だれウマ ５９６  ダ 

比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 ながさわ ８１３.１ ナ 

レッドネック   相場 英雄 ９１３.６ アイ 

星落ちて、なお 澤田 瞳子 ９１３.６ サワ 

別の人 カン ファギル ９２９.１ カ 

 

§ 展示コーナー   
 

◇日 時：１回目 ７月２２日（木） 各回午後１時～３時半 

２回目 ７月２８日（水） 

３回目 ７月２９日（木） 

◇内 容：図書館見学、本探し、本の装備
そ う び

体験など  

     ※感染症対策のため、カウンター業務は行いません。 

◇対 象：知立市内の小学校６年生 【先着５名（各回とも）】 

◇申 込：７月３日（土）午前９時～ 知立市図書館 ロビー（１階） 

《児童書》書 名 著 者 請求記号 対 象 

あまがえるのぼうけん たての ひろし E カ 幼児(3～5 歳) 

ものおもう 新井 洋行 E ア 幼児(3～5 歳) 

ふまんばかりのメシュカおばさん 
キャロル・チャ

ップマン 
E ロ 幼児(3～5 歳)・小低 

ぼくとがっこう 谷川 俊太郎 E ハ 幼児(3～5 歳)・小低 

青空モーオー! 堀米 薫 ９１ホ 小低・小中 

はらぺこ横綱 宝井 琴調 Ｅサ 小中 

神さまの通り道 村上 しいこ ９１ム 小中 

 

５/９（日） 

「かんたん てづくり 

カード教室」に 

１８名参加。 

みなさん、素敵な 

作品が出来ました。 

       

・正面玄関（公園側）からお入りください。 

・参加したい本人か、代理の家族のみ受付します。 

・電話での受付は行いません。 

児童書 一般書 新しく入った本 ５月受け入れ分から 

９１ニ 

 

※各回、同じ内容です。希望する

日にちを選んでください。 

◆「コロナ時代のパンセ」 

   辺見 庸 著 / 出版：毎日新聞出版    

★人間とはなんであり、果たして、なんであるべ

きなのか? コロナ時代に入って変貌する世界を、

日常の喪失、貧困の露出、統制の強化など、人倫

の深みからの観点で描き尽くす。『生活と自治』

連載を再構成。 

【対象：一般】 

914.6 ヘン 

 

『文学賞候補作』『夏学び応援』 
（直木賞・芥川賞・本屋大賞） 

  §  ストーリーテリング ～夏の日のおはなし会～ 

●日 時：７月２４日（土） 午後２時３０分から 

◇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    ◇定 員：先着２０名 

◇内 容：｢おおかみと七ひきの子やぎ」(グリム童話） 

｢うりひめ」(日本の昔話） 他 

今回は特別に「夏の日のおはなし会」を行います。ぜひ、聞きにきてください！ 

 

    § 紙芝居の会         
●日 時：７月１７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：｢アオバズクの 

おうちさがし」 

｢かばが おおきなくちを 

あけるわけ」 

 

☆児童書 ☆
 

５/１（土） 

「お話の時間」に

１６名参加。 

お魚のうろこを光

らせたり、お話を

楽しみました。 

 

    § 絵本の時間        
●日 時：７月１日(木) ８日(木) 

     １５日(木) ２２日(祝) ２９日(木) 

    ＊午後２時３０分から 

    ＊１５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 

   § おはなし会       
●日 時：７月１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：｢くらいくらい」（絵本） 

｢だるまさんが」（大型絵本） 

     ｢ぱん・ぽこ・ぽん」（紙芝居） 

｢たなばたのおはなし」 

(ペープサート）他 

今月の催しもの 

☆YA 特集 ☆ 

 § ７月の別置  
 

『旅』 

 

   § 映画上映会       
～「サイコ」～ 

●日 時：７月１４日（水） 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（先着２０名） 
※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。 

※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を行っております。（おはなしコーナーは先着７組） 

 

『学年別 夏休みにおすすめの本』 

☆一般書☆  7/10（土） 午後２時～３時 

本を楽しむ会 【ビブリオバトル】 

7/15（木）～28（水） 

知立市中学校美術部 

【第７回 知立市中学校美術部展】 

 

『夏をたのしむ』『課題図書』 
『自由研究』『自由工作』 

◇日 時：７月３１日 (土)   

午後２時３０分～３時 

◇場 所：知立市図書館  

おはなしコーナー 

◇行う人：図書館職員 

◇内 容：原爆の投下や終戦を迎えた 

この時期に、子供達とともに 

平和と戦争について考える。 

◇対 象：幼児～小学生（先着７組） 

◇予 約：不要 

５月 イベント紹介 
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