
   10月 神無月かんなづき 

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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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７日（日） 

午前第①：午前９時３０分～１０時３０分  

      午前第②：午前１０時４５分～１１時４５分 

午後の部：午後２時３０分～３時３０分 

◇内 容：午前第①②は同じ内容です。 

      午前第①②（はさみを使った簡単なカードづくり） 

午後の部（カッターを使ったカード作り） 

◇対 象：午前の部：はさみが使えればどなたでも参加可 

         （小学３年生以下は保護者同伴） 

     午後の部：カッターが使えればどなたでも参加可 

         （小学生は保護者同伴） 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇定 員：午前第①②・午後の部 各２０名（要予約） 

★申込み：１０月２３日（土）から図書館カウンターにて 

土器づくり講座 
遺跡から出土した土器をお手本に、土器づくりにチャレンジします。 

◇日 時：１０月２４日（日） 午後１時３０分～４時 頃 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇対 象：小学４年生以上 （親子でも、大人のみでも可） 

◇定 員：１２名  

★申込み：１０月５日（火）９時から 

歴史民俗資料館窓口または電話にて 

土器焼き講座 
土器づくりで作った土器を、市指定文化財の荒新切遺跡で焼きます。 

◇日 時：１１月２１日（日） 午前１０時～１２時 

（但し、雨天・荒天の場合は延期します） 

◇場 所：荒新切遺跡（西中町） ◇対 象：土器づくり参加者  

企画展「レトロな薬の看板展」 

◇日 時：１０月２日（土）～１１月１６日（火） 

午前９時～午後５時 

◇場 所：歴史民俗資料館 １階展示室 

◇対 象：どなたでも（入場無料） 

大型紙芝居 知立の昔話 
◇日 時：１０月２４日（日） 午後２時３０分～３時 

◇場 所：図書館 おはなしコーナー（１階） 

◇内 容：｢稲荷神社」(八橋町） ｢夜泣石」(弘法町） 

◇行う人：民話まつの会      ◇定 員：先着７組まで 

講演会【 美術工芸作品に表された「八橋」】 
◇日 時：１０月１７日（日）  午後２時～４時  

◇場 所：図書館２階 視聴覚室  

◇講 師：安田 篤生 氏（愛知教育大学教授）  

◇定 員：１６歳以上（先着２５名） 

★申込み：９月１８日（土）から図書館カウンターにて 

※電話受付は９月１９日（日）から 
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えほんであそぼ！ ～親子で絵本のひとときを～ 
◇日 時：１０月３０日（土）  

第一部：午前１０時～１０時４０分 【０歳３か月～１歳未満】 

第二部：午前１１時～１１時４０分 【１歳～３歳】 

◇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（要予約） 

★申込み：１０月１６日（土）から図書館カウンターにて 

 

保護者の方の入場は、各組一人に限らせていただきます。 
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◆◆１０月２７日から読書週間がはじまります！◆◆ 

ハロウィン仮装衣装をつくろう！ 

◇日 時：１０月３１日（日）  午後２時３０分～４時  

◇場 所：図書館２階 視聴覚室   ◇行う人：図書館職員 

◇対 象：３歳頃から小学生（小学３年生以下は保護者同伴） 

◇定 員：８組程度（要予約） 

◇持ち物：はさみ、両面テープ、セロテープ 

     ※ポリ袋などは図書館が用意します。 

★申込み：１０月９日（土）から図書館カウンターにて 
 

＊電話受付は、１０月１９日（火）午前９時から 

読書の秋です。１０月２７日～１１月９日は読書週間。今年の標語は「最後の頁を閉じた 違う私がいた」です。 

知立市図書館・歴史民俗資料館では、「図書館・資料館まつり」を開催します。楽しいイベントが盛りだくさ

んです。ぜひご参加ください！！ 

編集発行 知立市図書 

    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/ 

 

文学講座  ～「万葉集」を読む～ 
「万葉集」を、講師の解説をきいて読み解いてみませんか。 

◇日 時：１０月７日(木)、１４日(木)、２１日(木)、２８日(木) 

      午後２時～３時３０分（計４回講座）  

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇講 師：安田 徳子 氏（岐阜聖徳学園大学名誉教授） 

◇定 員：２０人（要予約） 

★申込み：９月７日（火）から図書館カウンターにて 

                                                              

覆面本Ｘ（エックス） 
◇日 時：１０月９日（土）～  ◇場 所：図書館開架（１階） 

◇数 量：３０冊（一般１５冊、児童１５冊） 

1枚のカードで1冊まで貸出  

※なくなり次第終了します。 

                                                             

人形劇公演会   ～図書館で人形劇を見ませんか？～ 
◇日 時：１1月３日（水祝） 午前１０時～１１時 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇内 容：｢にぎやか池のさかなつり」｢お星様が落ちてきた！」 

◇行う人：愛知教育大学 人形劇サークル じゃんけんぽん 

◇定 員：２０名（要予約） 

★申込み：１０月１６日（土）から図書館カウンターにて 

※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。 

 

図書館リサイクル市 
例年ご好評いただいております図書館リサイクル市ですが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため、昨年に引き続き今年も中止します。 



  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 
読書の秋 

 

       

 § １０月の別置  

 保健センターコラボ『運動と健康』 

＠ライブラリー『園芸作物』 
☆一般書 ☆ 

☆児童書 ☆
 

☆YA特集 ☆

 
『ネイチャー（自然）』 

『いっしょに読もう!』『秋をたのしむ』 

＠ライブラリー『園芸作物』 
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    § 絵本の時間     
●日 時：１０月７日(木)､１４日(木) 

２１日(木)､２８日(木) 

     ＊午後２時３０分から 

     ＊２１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 

今月の催しもの 

   § おはなし会          
●日 時：１０月７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：｢さつまのおいも」(絵本） 

｢でんしゃにのって」(大型絵本）  

｢びっくりおいも」(パネルシアター) 

｢でんしゃがくるよ」(紙芝居) 他 

 

一般書 ８月受け入れ分から 児童書 新しく入った本 

◆「ぱったんして」 
松田  奈那子 著   /  出版：KADOKAWA  

 

★半分に折った紙を開いて、絵の具で色をのせよう。
色をのせた紙を半分に折って、ぎゅっと押さえて、
やさしくなでると…。紙を開いたら、どんな形がで
きたかな? はじめてふれるアートの絵本。お絵かき
遊びの解説付き。  【 対象：幼児（０～５歳）】 

「鏡の法則  Rule of Mirror」 
野口 嘉則 著   /  出版：サンマーク出版 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

家族に頼らないおひとりさま

の終活 

奥田 周年・ 黒澤 史

津乃・太田垣 章子 
367.7 カ 

地球生命水際の興亡史 土屋 健 457.8 ツ 

おぼえていても、いなくても 蛭子 能収 726.1 エ 

猫弁と鉄の女 大山 淳子 913.6 オオ 

イン・マイ・ライフ 吉本 由美 914.6 ヨシ 

夜ふけに読みたい植物たちの

グリム童話 
グリム兄弟 943 グ 

 

     §  ストーリーテリング          
●日 時：１０月２３日（土）午前１１時から 

◇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） 

（先着２０名） 

◇行う人：おはなしの会 ホットケーキ 

◇内 容：｢三びきのやぎのがらがらどん」(北欧民話) 

｢あたまがいけ」(日本の昔話）  

｢さんねん峠｣（朝鮮の昔話） 

 

 

   § 映画上映会       
～「スパイダーマン」～     ～「グリーンブック」～ 

●日 時：１０月１３日（水）   ●日 時：１０月２７日（水）  

午前１０時～・午後２時～     午前１０時～・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。 

◆「存在しない時間の中で」 
   山田 宗樹  著   /  出版：角川春樹事務所  

 

★世界各国の研究者たちが集まる天文数物研究 
機構に、ある日謎の青年が現れ、ホワイトボード
23枚に及ぶ数式を書き残して姿を消した。その 
数式は、この宇宙、そして世界の設計図を描いた 
<何ものか>が存在する可能性を示し…。 

【対象：一般】 

§ 展示コーナー  

９/３０(木）～１０/６(水） 

銀画会【水彩画】 

１０/７(木)～１３(水) 

        知立アート同好会【絵画】  

１０/１４(木)～２０(水) 

色葉会【絵手紙】 

８月１日「親子折り紙教室」 
２２名の方が参加。 
疫病退散を願い「アマビエ」を

作成しました。 
 

８月１５日「夏の妖怪教室」１８名

の方が参加。知立市のてんぐの昔話
や日本三大妖怪など、様々な妖怪の
お話を聞きました。 

※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います。（おはなしコーナーの催しは先着７組） 

 

      § 紙芝居の会          
●日 時：１０月１６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：｢おばあさんとマンガス」 

｢とちもち もちもちおいしいね」 

 

Ｅマ 

913.6 ﾔﾏ 

 

 

コロナによる自粛生活を過ごしてきた中で、家族や

友人との関係や、自分の価値観に変化があった方も

多いのではないでしょうか？そんな時におすすめの

一冊をご紹介します。私たちの人生の現実は、私た

ちの心を映し出した鏡である。この短い物語には、

あなたの悩みを解消し、運を開くヒントがあります。 

図書館 夏のイベントで楽しみました 

《児童書》ほかの新刊
しんかん

は図書館で確認
かくにん

してね！ 

◆「鬼滅の刃 1」 
吾峠 呼世晴 原作 / 絵， /  松田 朱夏 著   

 出版：集英社  
 

★心優しき少年・炭治郎は、ある日、鬼に家族を皆
殺しにされてしまう。かろうじて生きていた妹・禰
豆子は鬼に変わってしまっていた。妹を救い、人々
を鬼から助けるため、炭治郎は今旅立つ! コミック
スのノベライズ。     【 対象：小中・小高】 

91 マ/1 


