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■ちょうどいい孤独 
鎌田 實／著  

  

◇孤独を癒すのではな

く、孤独を楽しむことを

提案しています。つまり

「望んで得る孤独」のす

すめです。「孤高」を求

めるのではなく、ゆるや

かな孤独を楽しむ。そん

な大人の生き方の提案で

す。 

 

■枯れてこそ美しく 
戸田 奈津子／著 

村瀬 実恵子／著 
 
◇映画字幕翻訳者とし

て、第一線で活躍してき

た戸田奈津子さん。日本

美術の素晴らしさを世界

に伝えてきた第一人者の

村瀬実恵子さん。人生の

達人ふたりの“生きるヒ

ント"がいっぱいつまっ

たスペシャル・トーク! 

159.7 カ 

生涯読書の視点から、読書推進運動協議会より中・高年の世代におすすめの本が発表され

ました。読書は心の健康に役立ち「本を読むと若くなる」とも「本を読むと美しくなる｣

とも、言われています。すぐれた本といっしょに呼吸し、心を豊かに働かせましょう。 

◆◆ 読書の秋！「この一冊に、ありがとう」◆◆ 

289.1 ト 

今年の読書週間

の標語です。 

おすすめ本 著者 請求記号 

旅の絵本 10 安野 光雅 E ア 10 

すきなものみっつなあに 
ウェンディ・メ

ドゥール 
E イ 

わたしのなつかしい一冊 池澤  夏樹/編 ０１９.９ワ 

老いを愛づる 中村 桂子 １５９.７ナ 

60 年前と現在の世界地図 

くらべて楽しむ地図帳 
関 眞興/編著 ２０９.７セ 

世界でいちばん幸せな男 エディ・ジェイク ２８９.３ジ 

高齢者を身近な危険から守る本 森  透匡/監修  他 ３６８.６コ 

あと20年!おだやかに元気に

80歳に向かう方法 

保坂 隆 

西崎 知之 
４９８.３ホ 

91歳。一歩一歩、また一歩。

必ず頂上に辿り着く 
道場 六三郎 ５９６.０ミ 

老後とピアノ 稲垣 えみ子 ７６３.２イ 

 

 

推薦された 24冊のうち知立市図書館に所蔵の本を紹介します! 

 おすすめ本 著者 請求記号 

崑ちゃん 90 歳今が一番、

健康です! 
大村 崑 ７７２.1 オ 

80 歳、何かあきらめ、何も

あきらめない 
萩本 欽一 ７７９.９ハ 

嫌われた監督 鈴木 忠平 ７８３.７オ 

俳句と人間 長谷川 櫂 ９１１.３ハ 

家族のようなあなたへ 石井 ふく子 ９１２.７ハ 

幸田文生きかた指南 幸田 文 ９１４.６ｺｳ 

九十八歳。戦いやまず日は暮 

れず 
佐藤 愛子 ９１４.６ｻﾄ 

その日まで 瀬戸内 寂聴 ９１４.６ｾﾄ 

ボクと、正義と、アンパンマン やなせ たかし ９１４.６ﾔﾅ 

ぼけますから、よろしくお願 

いします。 
信友 直子 ９１６ノ 

 

 

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 

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    

 

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
。 

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 

 

■ボタニカ 
朝井 まかて／著   

 
◇小学校中退ながらも

独学で植物研究に没頭

した牧野富太郎。莫大

な借金、学界との軋轢

もなんのその。貧苦に

めげず、恋女房を支え

に、不屈の魂で知の種

（ボタニカ）を究め続

けた稀代の植物学者を

描く感動の長編小説。 

913.6 アサ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

54字の物語Q   氏田 雄介 ０３１.７ウ 

ハラヘリ読書 宮田 ナノ ５９６.０ミ 

そのとき、日本は何人養える? 篠原 信 ６１１.３シ 

ヘルンとセツ 田渕 久美子 ９１３.６タブ 

台北野球倶楽部の殺人 唐 嘉邦 ９２３.７ト 

終わらない週末 
ルマーン・

アラム 
９３３ア 

 

《児童書》ほかの新刊は図書館で確認してね！ 

E ス 

 

§ 展示コーナー  
 

１１/３(木)～１１/３０(水) 

【県政１５０周年】 

※11/16～25 は特別館内整理に

より休館 

◆「わんぱくだんのバスごっこ」 
ゆきの ゆみこ 作，上野 与志 作 / 末崎 茂樹 絵   

出版：ひさかたチャイルド 

 

★わんぱくだんの３人で作った段ボールのバス

が本物のバスに！すると、”はるかやま”の大

イチョウさんに手紙を届けたいというお客さん

が集まってきて…。 

       

おはなしコーナー先着７組 

 

今月の催しもの 

児童書 一般書 新しく入った本 ９月受け入れ分から 

    § 絵本の時間             
●日 時：１１月３日(木祝)､１０日(木) 

     午後２時３０分から 

◇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 

       

    § １１月の別置  

 保健センターコラボ『健康と食事』 
 

☆ 一般書 ☆ 

☆児童書   ☆
 

☆YA特集 ☆
 

『仕事』 

 

     § 紙芝居の会       
●日 時：１１月１２日 (土) 

     （第２土曜日） 

     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：｢いもほりチャンピオン」 

｢ぶんぶくちゃがま」 

おはなしコーナー先着７

組 

 

      §  ストーリーテリング              
●日 時：１１月２６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（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：｢しおちゃんとこしょうちゃん」(ﾙｰｽ・ｴｲﾝｽﾞﾜｰｽ作) 

｢風の神と子ども」(日本の昔話） 

｢屋根がチーズでできた家」(スウェーデンの昔話) 

   § 映画上映会       
～「駅馬車」～     （９９分） 

●日 時：１１月１２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。 

＠ライブラリー『鉄道！』 

 

 

＠ライブラリー『鉄道！』 

 

 

 

 

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」 
◇行う人：愛知県立大学  

人形劇サークル とびねこ 

◇定 員：各回２０名（要予約） 

★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 

ご迷惑を 

おかけしますが、 

ご協力を 

お願いします。 

「図書館探検ツアー」参加者募集 

◇日 時：１２月１１日（日）   

【第１回】午前１０時３０分～ 

【第２回】午後２時～   （各回 45分程度 内容は同じ） 

◇場 所：図書館 ロビー（１階）集合 

◇内 容：普段は見ることができない書庫などのバックヤードをは 

じめ、図書館内を職員の説明を聞きながら見学します。  

◇定 員：各回８名程度  

(小学３年生以下のお子さまは、大人の方とご参加ください） 

★申込み：１１月２６日（土） 午前９時から図書館カウンターにて 

※電話受付は１１月２７日（日）から 

◆「ガリレオの事件簿2 幽体離脱の謎を追え」 
  東野 圭吾 著 ，うめ 画  /  出版：文藝春秋 

 

★死体を見つける水晶の振り子は実在するのか。

幽霊離脱をする少年はホンモノか。超常現象と 

いえるような事件を、ガリレオが解き明かす、 

４つの短編を収録。累計 1500 万部越えのガリ 

レオ・シリーズのジュニア版第二弾！ 

   特別館内整理のため 
    休館します！ 

 
11 月 16 日(水) 

～25 日(金) 

９１ヒ２ 

 

◆「爆弾犯と殺人犯の物語」 
 久保 りこ 著  /  出版：双葉社 

  

★ 空也と小夜子、ふたりは運命的に出逢う。 

小夜子は事故によって左目に義眼を入れていた。

空也はその義眼に惹かれ愛したのだが、事故の原

因がかつて自分が造った小さな爆弾であることを

知る。秘密を抱えた夫婦が紡ぐ不可思議な物語。 

         

913.6 ｸﾎﾞ 

 

『知識絵本』 『秋をたのしむ』 

 § おはなし会        
●日 時：１１月３日（木祝）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：｢すりすりももんちゃん」｢まあるく 

なーれ」（絵本）、｢ごきげんのわるい 

コックさん」（紙芝居）、｢とっとこ 

とっとこ」（ペープサート）  

｢くいしんぼゴリラ｣ 他 


