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       ４月２３日～５月１２日は「こどもの読書週間」 図書館では、こどもの読書週間中にブックトークや

楽しいイベントを行っています。この機会に、お子さんの本の世界が広がるよう、大人もいっし

ょになって良い本を選んだり、読んだりしてみてはいかがでしょうか。そこで２０２１年６月に

全国図書館協議会から発表された「第５４回夏休みの本（緑陰図書）」から知立市図書館所蔵の

本を紹介します。ぜひ、ご家族おそろいで図書館にご来館ください。お待ちしております。 

 

■「みどりバアバ  」 
 ねじめ 正一 作 / 下田 昌克 絵 
出版：童心社 

 

◆花屋の店番が大好きで、 
大きくておいしいコロッケ 
を作ってくれた、みどり 
バアバが死んだ。 
こうくんは涙が出てきた 
けれど…。 
バアバと向き合う男の子 
の気持ちを丁寧に描く。 

小学校低学年におすすめの本 著者 請求記号 

うみがめのおじいさん いとう ひろし Ｅイ 

区立あたまのてっぺん小学校 間部 香代 ９１マ 

アパートのひとたち エイナット・ツァルファティ Ｅツ 

ステラとカモメとプラスチック 
ジョージナ・スティーブン

ス 
Ｅバ 

いし 中川 ひろたか Ｅタ 

ぼくらはもりのダンゴムシ まつおか たつひで ４８マ 

 

 

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 

 

４月 卯月うづき 

■「りんごの木を植えて」 
大谷 美和子 作 / 白石 ゆか 絵 
出版：ポプラ社 

◆「たとえあした、世界が 
滅亡しようとも、きょう 
わたしはりんごの木を植え 
る。」 このことばを教え 
てくれた大好きなおじい 
ちゃんに、がんの再発が。 
おじいちゃんは積極的な 
治療は行わないと言い…。 
心あたたまる家族の物語。 
 

■「お話のたきぎをあつめる人」 
 ローレンティン妃 作 / 佐竹 美保 絵 
パウル・ヴァン・ローン 作 
出版：徳間書店  

◆だれもいないお城の不思 
議な図書館では、無数のお 
話が読んでもらうのを待っ 
ている-。オランダの人気 
作家とローレンティン妃が 
つむぎだした、本を読むこ 
との楽しさをめぐるファン 
タジー。  

９１ネ ９４ロ 

小学校低学年におすすめ 

 
小学校中学年におすすめ 

 

小学校高学年におすすめ 

 

中学生におすすめの本 著者 請求記号 

世界とキレル 佐藤 まどか ９１サ 

ワタシゴト 中澤 晶子 ９１ナ 

卒業旅行 小手鞠 るい ９１コ 

秘密のノート ジョー・コットリル ９３コ 

きみのいた森で ピート・ハウトマン ９３ハ 

大切な人は今もそこにいる 千葉 望 ３６９.３チ 

それでも僕は歩き続ける 田中 陽希 ７８６タ 

希望の一滴 中村 哲 ６１４.３ナ 

 高校生におすすめの本 著者 請求記号 

零から 0 へ まはら 三桃 ９１３.６マハ 

櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ ９１３.６スズ 

ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ ９３カ 

シリアで猫を救う アラー・アルジャリール ３０２.２ア 

電柱鳥類学 三上 修 ４８８.１ミ 

「役に立たない」研究の未来 初田 哲男 ほか ４０７ヤ 

 

◆◆ 『ひとみキラキラ 本にどきどき』 ◆◆ 

 人◆

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 

 
26 27 28 29 30 

 

９１オ 

小学校中学年におすすめの本 著者 請求記号 

ぼくのとうさんわたしのおかあ

ちゃん 
さくら 文葉 ９１サ 

さくら村は大さわぎ 朽木 祥 ９１ク 

オオハシ・キング 当原 珠樹 ９１ト 

きぼう コーリン・アーヴェリス Ｅペ 

おすしやさんにいらっしゃい! おかだ だいすけ ５９オ 

地球のことをおしえてあげる ソフィー・ブラッコール Ｅブ 

タコとイカはどうちがう? 池田 菜津美 ４８イ 

 

 

小学校高学年におすすめの本 著者 請求記号 

あおいの世界 花里 真希 ９１ハ 

江戸の空見師 嵐太郎 佐和 みずえ ９１サ 

どうしてなくの? フラン・ピンタデーラ Ｅセ 

ぼくはおじいちゃんと戦争した ロバート・K.スミス ９３ス 

夜の妖精フローリー 
ローラ・エイミー・シュリ

ッツ 
９３シ 

命のうた 竹内 早希子 ２１タ 

中谷宇吉郎 清水 洋美 ２８ナ 

 

 

 
第６４回 「こどもの読書週間」

の標語です！ 

 

印
は
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館
日
で
す
。 

印
は
館
内
整
理
日
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た
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し
ま
す
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印
は
祝
日
で
す
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※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。 
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◇日 時：４月１６日（土） 午後２時から４時  

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇講 師：加藤 祥子 氏（愛知教育大学家政教育講座教授） 

◇対 象：１６歳以上 ◇定 員：２０名 ◇参加費：無料 

★申込み：３月１２日（土）から図書館カウンターにて 

※電話受付は翌日１３日（日）９時から 
講師考案のオリジナルマスクを作成しませんか。 

その他、特殊なミシンについてのお話や被服についての 

豆知識をお話いただきます。 

大人向け講座【手縫いでオリジナルマスクを作ろう】 
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    § 絵本の時間                
●日 時：４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 

     §   紙芝居の会       
●日 時：４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：｢おおきくなったら」 

｢おさんぽおさんぽ 

ポンチョコリーナ」 

§ おはなし会         
●日 時：４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：｢まるくておいしいよ｣   (絵本） 

｢まんまるちゃん｣ (しかけ) 

他 

 

３/３１（木）～４/６（水） 

【イースターエッグ】 

４/７（木）～４/１３（水） 

絵手紙つーゆー 作品展【絵手紙】 

      §  ストーリーテリング              
●日 時：４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） 

◇行う人：おはなしの会 ホットケーキ 

◇内 容：｢鳥のみじい」(日本の昔話）｢たにし長者」(日本の昔話） 

｢ついでにペロリ」(デンマークの昔話)   

   § 映画上映会       
～「シャレード」～ 

●日 時：４月９日（土） 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２５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。 

77 デ 159.7 カ 

 

       

§ ４月の別置  

 『新生活応援！』 

 
☆ 一般書☆ 

 

☆児童書  ☆

 

☆YA特集 
☆  

『家族』 

 
『春をたのしむ』 

今月の催しもの 

児童書 新しく入った本 一般書 ２月受け入れ分から 

§ 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を行っております。（おはなしコーナーは先着７組） 

 

『心応援』  

 

《児童書》ほかの新刊は図書館で確認してね！ 

◆「ディズニー＆ピクサー絵地図でめぐる魔法
の物語」 

ウォルト・ディズニー・カンパニー  著 / 

出版：玄光社 

★「ピーター・パン」「トイ・ストーリー」「ファイ

ンディング・ニモ」「メリダとおそろしの森」…。 

かわいい絵地図と登場人物たちのイラストで、ディズ

ニー&ピクサー作品の物語を楽しく紹介する。 
     

 

◆『しましまぐるぐる』でおなじみ（いっしょにあそぼ）シリーズが
新しく入りました！              柏原 晃夫 作・絵  /  出版：学研プラス 

ES カ 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

世界を一枚の紙の上に 大田  暁雄 ００２.７オ 

ビーカーくんがゆく !工

場・博物館・実験施設 
うえたに夫婦 ４０７ウ 

小さなひと皿 100 堤 人美 ５９６ツ 

奔流の海   伊岡  瞬 ９１３.６イオ 

階段ランナー 吉野 万理子 ９１３.６ヨシ 

作家と珈琲 平凡社編集部 編 ９１４.６サツ 

繁花 上 金 宇澄 ９２３.７ジ 1 

 
◆「ちょうどいい孤独」 

 鎌田 實 著 / 出版：かんき出版 
★普段は誰かとつながっていながら、「ひと

りでいたいときにはひとりでいよう」という

具合に、「ちょうどいい孤独」を楽しみませ

んか? 孤独を味方につけて、人生の満足度を

上げるカマタ流“個立有縁”のあり方を紹介

する。 

◇日 時：４月２４日（日）  

①１０時～ ②１４時～ 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇内 容：バルーンアートで「こいのぼり」をつくります 

◇講 師：工藤 年人 氏（風船のお店 カラフル日和 店長） 

◇対 象：どなたでも（各回２０名） 

    ※小学４年生未満は保護者同伴 

★申込み：４月９日（土）から図書館カウンターにて 

※電話受付は４月１２日（火）より 

※本人または代理の家族のみ申込みできます 
 

【バルーンアート教室】 【たまごのふしぎ】 
～たまごのおはなしとイースターエッグづくり～ 

◇日 時：４月３０日（土） ①１０時～１０時４５分  

②１１時～１１時４５分 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇定 員：各回２０名（大人のみの参加不可） 

    ※小学４年生未満は保護者同伴 

    ※付き添いの保護者は１人まで 

★申込み：４月１６日（土）から図書館カウンターにて 

※電話受付は行いません 

※本人または代理の家族のみ申込みできます 

こどもの読書週間イベントを開催します！ 

 

｢しましまぐるぐる｣｢ぶんぶんきいろ｣｢あかあかくろくろ｣｢みかんオレンジ｣ 

ES カ ES カ ES カ 


