
   

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 
 

10月 神無月かんなづき 
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ハロウィン仮装衣装をつくろう！ 

◇日 時：１０月２３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：６組程度（要予約） 

◇持ち物：はさみ、両面テープ、セロテープ、筆記用具 

★申込み：９月２４日（土）図書館カウンターにて 

    ＊電話受付は、９月２７日（火）から 
 

大型紙芝居 知立の昔話 
◇日 時：１０月３０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：｢そばの茎はなぜ赤い」(牛田町） ｢猿渡川」(弘法町） 

◇行う人：民話まつの会      ◇定 員：先着７組まで 

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３０日（日） 午後１時３０分～ 

◇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（要予約）   ◇持ち物：エプロン、タオル 

★申込み：１０月８日（土）９時から 

歴史民俗資料館窓口または電話にて 

土器焼き 
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２７日（日） 午前１０時～を予定しています 

（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「近代の旅」 

◇日 時：１０月８日（土）～１１月１５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） 

ブックカバーをつくろう 
◇日 時：１０月１５日（土）  午後２時～  ４５分程度 

◇場 所：図書館２階 視聴覚室 ◇定 員：中学生以上（先着１５名） 

◇持ち物：なし           ◇参加費：無料 

◇内容：手縫いで簡単にできるブックカバー（文庫サイズ）を作ります 

★申込み：１０月１日（土）９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は行いません 

 

てづくりカード教室 ～クリスマスカードをつくるよ～ 

◇日 時：１１月５日（土） 

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）   ◇参加費：無料 

◇定 員：午前第①②・午後の部 各回２０名（要予約） 

★申込み：１０月２２日（土）９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は行いません 

 

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

◇日 時：１０月６日(木)、１３日(木)、２０日(木)、２７日(木) 

      午後２時～３時３０分（計４回連続講座）  

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） ◇定 員：２０名（要予約） 

◇講 師：安田 徳子 氏（岐阜聖徳学園大学名誉教授） 

★申込み：９月６日（火）９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は行いません 

 

                                                              

えほんであそぼ！ ～親子で絵本のひとときを～ 
◇日 時：１０月２９日（土）  

第一部：午前１０時～１０時４０分 【０歳３か月～１歳未満向け】 

第二部：午前１１時～１１時４０分 【１歳～３歳向け】 

◇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１５日（土）９時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。 

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      

 

◆◆１０月２７日から読書週間がはじまります！◆◆ 

印
は
休
館
日
で
す
。 

印
は
館
内
整
理
日
の 

た
め
休
館
し
ま
す
。 

印
は
祝
日
で
す
。 

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「この一冊に、ありがとう」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！！ 

人形劇公演会   ～図書館で人形劇を見ませんか？～ 
◇日 時：１1月６日（日） ①午前１０時～ ②午前１１時～ 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇内 容：｢サーカス団オズ」  

◇定 員：各回２０名（要予約） 

◇行う人：愛知県立大学 人形劇サークル とびねこ 

★申込み：１０月１６日（日）９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は行いません 

 

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 

 https://library.city.chiryu.aichi.jp/ 

@chiryu_tosyo 

 

10
日
は
開
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し
ま
す
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覆面本Ｘ（エックス） POPをたよりに本を借りよう！ 

◇日 時：１０月８日（土）～  ◇場 所：図書館開架（１階） 

◇数 量：３０冊（一般１５冊、児童１５冊） 

1枚の貸出券で1冊まで貸出 ※なくなり次第終了します。 

★図書館職員おすすめの本30冊が準備されているよ！ 

※なくなり次第終了します。 

                                                             

図書館リサイクル市  
感染症拡大防止のため、本年度も開催を中止とさせていただきます。 

 

＊電話受付は、１０月１８日（火）午前９時から 



  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

       

 § １０月の別置  

 『健康と食事』 

＠ライブラリー『鉄道！』 
☆一般書 ☆ 

☆児童書 ☆
 

☆YA特集 ☆

 
『仕事』 

『知識絵本で家読』 

『秋をたのしむ』 

＠ライブラリー『鉄道！』 

    § 絵本の時間     
●日 時：１０月６日(木)､１３日(木) 

２０日(木)､２７日(木) 

     ＊午後２時３０分から 

     ＊２０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：１０月６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） 

｢せんろはつづく」(大型絵本）  

｢のーびたのびた」(紙芝居) 

｢おおきなかぶ」(人形) 他 

 
§ 展示コーナー  

●９/２９(木）～１０/５(水) 銀画会【水彩画】 

●１０/１３(木)～１９(水) 

知立市小中学校人権教育研会【人権作品展】 

●１０/２０(木)～２６(水) 陽明会【洋画作品展】 

●１０/２９(土) ２時～３時 

本を楽しむ会【ビブリオバトル】 

     §  ストーリーテリング          
●日 時：１０月２２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 （先着２０名） 

    （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：｢ぼくにげちゃうよ」(マーガレット・ブラウン/作) 

｢いぬとにわとり」(石井桃子/作）  

｢三枚のお札｣（日本の昔話） 

一般書 ８月受け入れ分から 児童書 新しく入った本 

◆「絵本コウペンちゃん なつのともだち」 
るるてあ 著   /  出版：主婦と生活社 

★ある日、コウペンちゃんがお散歩をしていると、
頭に何かが落ちてきました。タネのようなので、花
壇を借りて植えてみることに。土をかけて、水やり
をして、毎日見守っていると、芽が出て…。完全描
き下ろしのオリジナルストーリーとなるコウペンち
ゃんはじめての絵本です。 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

ルポ誰が国語力を殺すのか 石井 光太 ３７２.１イ 

街なか葉めくり虫さんぽ とよさき かんじ ４８６.１ト 

品格語辞典 
関根 健一/監修 

大修館書店編集

部/編 

８１３.５ヒ 

瓢簞から人生 夏井 いつき ９１１.３ト 

空を駆ける 梶 よう子 ９１３.６カジ 

彼女の思い出/逆さまの森 J.D.サリンジャー ９３３サ 

 

  

『「好き」を追求する、自分らしい旅の作り方』 
auk 著   /  出版：誠文堂新光社 

読書の秋 

 

今月の催しもの おはなしコーナー先着７組 

 

７月２１日・２８日「一日司書体験」 

８名の方が参加。カウンターでの貸出
や返却作業などの体験をしました。 
 

 

◆｢その本は」 
又吉 直樹  著，ヨシタケ シンスケ  著  

出版：ポプラ社  

★本の好きな王様が、2人の男を城に呼び、「世
界中をまわって「めずらしい本」の話を聞いて
きてくれ」と言った。旅に出た2人の男は…。
お笑い芸人で芥川賞作家の又吉直樹と、大人気
の絵本作家ヨシタケシンスケによる、抱腹絶倒・
感涙必至の本の旅！ 

290.9 ス 

 

E ル 

 

◆｢四つ子ぐらし 12」 
       ひの ひまり 作・ 佐倉 おりこ 絵 

 出版：KADOKAWA  

★今日は学校の遠足。でも、四月ちゃんが、ミカち
ゃんとケンカをしてしまったみたい。原因は、私た
ち姉妹の『ヒミツ』を伝えられていないこと。どう
やったら仲直りできるんだろう…？なやんでいた四
月ちゃんに、まさかの重大事件が起こってしまって!? 

91 ヒ 12 

   § 映画上映会       
～「ジュディ」～  

●日 時：１０月８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。 

７月３０日「科学実験教室」２０名

の方が参加。いろいろな科学実験を
みなさん興味深く体験しました。 

 

913.6 マタ 

 

図書館 夏のイベントで楽しみました 

      § 紙芝居の会          
●日 時：１０月１５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：｢いっぱいついてる！」 

｢タムくんのたいこ」 

なかなか海外へ行けない時期が続いておりましたが、

ようやく世界的に入国の緩和がすすみ、旅行というも

のが回復しつつあります。そこで、無性に旅に出たく

なるおすすめの一冊をご紹介します。今まで考えもし

なかった目的地が、ちょっと頑張れば行けるといった

気づきや発見があるかもしれないですね。 

《児童書》ほかの新刊は図書館で確認してね！ 


