
     

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 
 

1２月 師走 しわす 
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 レファレンスサービスに関するご案内 
【レファレンスってなに？】 

図書館職員があなたの調べもののお手伝いをします。 

○○の料理方法や○○の作り方、○○の歴史など知りたい
ことがあればお気軽にお尋ねください。 

【レファレンス事例】 

●内藤魯一など知立のことについて知りたい！ 

●スーパーボールはなぜ弾むの？ 

●内容は覚えているが作者や題名のわからない絵本をさが
してほしい！ 

●歴代の内閣総理大臣が知りたい！   など 

◇日    時：１２月５日（日）午後２時３０分～ 

◇場    所：図書館 おはなしコーナー（１階 

 員：先着７組      ◇対    象：幼児・

小学生から 

◇内    容：パネルシアター「」他 

「図書館探検ツアー」参加者募集 クリスマスのおはなし会 

◇日 時：１２月２５日（日）①午前１０時～１０時３５分 

②午前１１時～１１時３５分 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇行う人：読み聞かせグループ ぼちぼちの会 

◇定 員：各回２０名    ◇対 象：幼児から小学生 

（同伴の大人はお子様１グループにつき1人とさせて頂きます） 

◇申 込：１２月３日（土）から図書館カウンターにて 

     ①②のどちらかをご選択ください 

    ※電話受付は行いません 

    ※本人または代理の家族の方のみ受付します 
 

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 

 

第 66回学校読書調査は、2021 年 6月第 1・2週に全国の小学生（4～6年生）1,994 人、中学生（1～3年生）1,971人、

高校生（1～3年生）4,902人を対象に実施された。定例の項目の結果が以下の通りである。 

5 月１か月間の平均読書冊数は、小学生は 12.7 冊（前回比＋1.4 冊）、中学生は 5.3 冊（前回比＋0.6 冊）、高校生は 1.6

冊（前回比＋0.2 冊）となり、前回に引き続き全体的に増加の傾向にある。また、小学生および中学生の平均読書冊数は、過

去 31年分の調査のうち最高値となった。5月 1か月間に読んだ本が 0冊である「不読者」の割合は、小学生は 5.5%（前回比

－1.3%）、中学生は 10.1%（前回比－2.4%）、高校生は 49.8%（前回比－5.5%）となり、特に高校生の不読者の割合の減少が

顕著であった。また、中学生の不読者の割合は、前回に引き続き、過去 31年分の調査のうち最低値となった。新型コロナウイ

ルス感染対策で児童生徒へのタブレット端末配布が進んだ結果、デジタル資料や電子書籍に親しむ子どもが増え、ステイホ

ーム奨励で読書の時間も増えたことも影響しているのではないか。今後、ステイホームが解除された来年度の結果も注視して

いきたい。                   （全国学校図書館協議会（全国 SLA）「第 66回学校読書調査」より） 
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今年のあなたの『読書生活』はいかがでしたか。毎年１２月号では、例年４月に発行（毎日新聞社）している「読書世論調査」

および「学校読書調査」を参考にみなさんに読書生活を振り返って頂いておりましたが、1947年から実施していた「読書世論

調査」の終了と、2022 年度版以降の『読書世論調査』の書籍発行を中止することが発表されました。そのため本年度は、

2021 年 11 月、全国学校図書館協議会（全国 SLA）が、毎日新聞社と共同して実施した「第 66 回学校読書調査」の結果

をもとに公開し発表した内容を考察していきたいと思います。 

今年の読書生活は、いかがでしたか？ 

年賀状教室  

～今年は手作り年賀状をつくってみませんか～ 

コロナ禍において、新しい生活様式が定着しつつある現状でも、人格が形成されていく時期の子どもたちは読書を楽しみ、学びを
進めています。知立市図書館では、赤ちゃん向けのブックスタートなどの読み聞かせ活動や団体貸出など、多くの方が本に親し
んでもらう取り組みをしています。今後もみなさまのご来館をお待ちしています。 

  

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 

 

◇日    時：１２月３日（土）午前１０時～ 

◇場    所：図書館 視聴覚室（２階）    

◇講 師：酒井 章帆  氏（帆の会 主宰） 

◇定 員：２０名（小学３年生以下は保護者同伴） 

     ※大人のみの参加もOKです。 

◇参加費：無料 

◇持ち物：絵の具、筆記用具、ハサミ 

◇申 込：１１月５日（土）から図書館カウンターにて 

     ※電話受付は１１月８日（火）より 

     ※本人または代理の家族の人のみ受付 

 

◇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） 

◇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、図書館の中を職員の説明を聞きながら見

学します。  

◇定 員：各回８名 

(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） 

◇予 約：１１月２６日（土）から図書館カウンターにて 

※電話受付は１１月２７日（日）から 

 



 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

      §  ストーリーテリング              
●日 時：１２月２４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） 

（小さいお子さんは、保護者のひざで） 

◇行う人：おはなしの会 ホットケーキ 

◇内 容：｢てぶくろ」(ウクライナの民謡） 

｢ねこのなまえ」(日本の昔話）  

｢こびととくつや」(グリムの昔話) 

   § 映画上映会       
～「ラスト💛クリスマス」～    （１０３分） 

●日 時：１２月１０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。 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

あなたのまわりの「高齢さん」

の本 
佐藤 眞一 １４３.７サ 

箸置きの世界 串岡 慶子 ５９６.９ク 

ネコはここまで考えている 高木 佐保 ６４５.７タ 

イコトラベリング 1948- 角野 栄子 ９１３.６カド 

君のクイズ 小川 哲 ９１３.６オガ 

真夜中の密室 
ジェフリー・ 

ディーヴァー 
９３３デ 

 

児童書 一般書 新しく入った本 10月受け入れ分から 

《児童書》ほかの新刊は図書館で確認してね！ 

E シ 

    

 

今月の催しもの 

    § おはなし会         
●日 時：１２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：｢もこもこもこ」｢まどから★おくりもの」 

(絵本）  

｢おおきくおおきくおおきくなあれ」 

(紙芝居) 

｢クリームシチュー」(パネルシアター）他 

     § 絵本の時間       
●日 時：１２月１日(木)､８日(木) 

１５日(木)､２２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 

      § 紙芝居の会      
●日 時：１２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：｢ふゆのおともだち」 

｢せかいのはて」 

おはなしコーナー先着７組 

 

◆「パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち」 
    柴田 ケイコ 作  /  出版：ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 

★おにぎり屋をいとなむおにぎり一家の”おにぎ

りぼうや”は、毎日毎日おにぎりばかりの食卓に

うんざり。家をとびだしたその先で、旅人のおじ

さんからみしらぬ食べものをすすめられます。そ

の食べものとは…。 

       

 

913.6 コデ 

 

『エンキョリレンアイ』 

『すべて真夜中の恋人たち』 

913.6 カワ

 ９

４94 

 

       

 § １2 月の別置  

 
『冬を楽しむ』 

 

☆一般書 ☆ 

☆児童書 ☆

 

☆YA特集 ☆
 

『仕事』 

 
『クリスマス』 

『正月』（12 月下旬～） 

 

川上 未映子/著 

 

●１２/１（木）～１２/７（水） 

プラチナ水墨画会 【水墨画】 

●１２/１０（土）２時～３時 

本を楽しむ会【ビブリオバトル】 

●１２/８（木）～１２/２５（日） 

図書館のクリスマス【作品展示】 

  

911.4 ユ ５９ジ 

    

 

 § 展示コーナー 

 

 

儚いけれどそれだけがあれば生きて

いける光。恋愛の究極を投げかける

長編小説。 

小手鞠 るい/著 

◆「ゆいごん川柳」 
  日本財団遺贈寄付サポートセンター 編 /  

出版：イースト・プレス 
 

★ビミョーな家族関係の切ないできごとも、遺産を

めぐるトホホな一場面も、別れを悼むしみじみとし

た寂しさも、じんわりと胸が暖かくなる思い出も…

大切な人や家族へのプレゼントにもぴったり。 

◆「ジブリの食卓となりのトトロ」 
  スタジオジブリ 監修，主婦の友社 編 / 

 出版：主婦の友社 
 

★ 『となりのトトロ』に出てきた食べものや、物語

のイメージからヒントをもらったレシピを紹介してい

ます。「まっくろかりんとドーナッツ」や「どんぐり

ぼうしのいもようかん」など、ユニークで楽しいレシ

ピも登場。親子で、みんなで、作ってみましょう！                     

913.6 ナカ

 

   

 

十三年前の春、二人は書店で出会い、
優しく切ない恋が始まった。東京と

ＮＹ、海を越えた純愛物語。 

『冬をたのしむ』 

 

 

913.6 ヤマ

   

 

中村 航/著 

『放課後の音符(キイノート)  』 
 山田 詠美/著 

まだ、恋の匂いにも揺れる女子高生の

心象を繊細に綴る恋愛小説全8編を収

録。著者の初期作品。 

『僕の好きな人が、よく眠れますように』 

どうしようもなく惹かれあう僕と彼女。

だが、ふたりには恋が許されない理由

があった…。 
センチメンタルな冬に

   

 

おすすめの恋愛小説  

 


