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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こども向けの楽しい

イベントを行っています。そこで２０２２年６月に全国図書館協議会から発表された「第５５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。 

 

■「みつばちさんのティールーム」 
 ヘイリー・バレット 文 /  
アリソン・ジェイ 絵  
出版：徳間書店 

 
◆ここは、おいしいおか 
しが評判のすてきなお店！ 
ところがある日、たいへ 
んなことが…！おいしそ 
うなおかしがいっぱいの、 
楽しい絵本！ 
絵は、人気絵本作家の 
アリソン・ジェイ！ 

小学校低学年におすすめの本 著者 請求記号 

ハナはへびがすき 蟹江 杏 Ｅカ 

おてがみほしいぞ こうまる みづほ ９１コ 

しんぱいなことがありすぎます! 工藤  純子 ９１ク 

こぐまのともだちはどこ?   ペトル・ホラチェック Ｅホ 

おこめをつくるのうふののふさん 室井 さと子 Ｅム 

たびするてんとうむし イザベル・シムレール Ｅシ 

 

 

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 

■「エヴィーのひみつと消えた 

動物たち」 
マット・ヘイグ 作 / ゆうこ  絵 
出版：ほるぷ出版 

◆エヴィー は動物が大好き 
な１１歳。でも、彼女には 
もっととくべつなひみつが 
あった。動物と話ができる 
のだ。動物たちがたくさん 
登場する、ユーモラスで 
ちょっとドキドキな物語。 
 

■「体育がある」 
村中 李衣 作 / 長野 ヒデ子 絵 
出版：文研出版 

◆４年生のあこは体育が苦手。 
ママの熱心すぎるサポートも 
負担だ。そんなとき、ありの 
ままのあこを受け入れてくれ 
るばあばがやってきて――。 
体育をめぐって自分にむき 
あい成長していく少女を、 
ユーモアたっぷりに描いた 
物語。 

E ジ 

ジ 

９１ム 

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 

博物館の少女 富安 陽子 ９１ト 

青いつばさ シェフ・アールツ ９４ア 

パラゴンとレインボーマシン ジラ・ベセル ９３ベ 

緒方貞子 小手鞠 るい ２８オ 

クジラのおなかに入ったら 松田 純佳 ４８９.６マ 

火星は…   スザンヌ・スレード ４４ス 

 高校生におすすめの本 著者 請求記号 

蛍と月の真ん中で 河邉 徹 ９１３.６ｶﾜ 

7.5 グラムの奇跡 砥上 裕將 ９１３.６ﾄｶﾞ 

ぼくたちのスープ運動 ベン・デイヴィス ９３デ 

13 枚のピンぼけ写真 キアラ・カルミナーティ ９７カ 

四角六面 エルノー・ルービック ２８９.３ル 

さばの缶づめ、宇宙へいく 小坂  康之 林  公代 ６６７.９コ 

難民に希望の光を 真の国際人緒

方貞子の生き方 
中村 恵 ２８９.１オ 

海獣学者、クジラを解剖する。 田島 木綿子 ４８９タ 

 

◆◆ 『ひらいてとじた 笑顔がふえた』 ◆◆ 

 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       

 

９３ヘ 

小学校中学年におすすめの本 著者 請求記号 

不思議屋敷の転校生 藤重 ヒカル ９１フ 

ラビットホッピング! マーリン・エリクソン ９４エ 

クモのアナンシ フィリップ・M.シャーロック ９３シ 

ナメクジはカタツムリだった?   武田 晋一 484.6 タ 

すずりくん 青柳 貴史 Ｅナ 

めねぎのうえんのガ・ガ・ガーン!   多屋 光孫 ３７タ 

 

 

小学校高学年におすすめの本 著者 請求記号 

ここではない、どこか遠くへ 本田 有明 ９１ホ 

ジークメーア 斉藤 洋 ９１サ 

ベサニーと屋根裏の秘密 
ジャック・メギット・フィ

リップス 
９３メ 

命を救う心を救う ふじもと みさと ４９フ 

聞かせて、おじいちゃん 横田 明子 ３１ヨ 

天の蚕が夢をつむぐ 谷本  雄治 ５８タ 

 

 

 
第６５回 「こどもの読書週間」

の標語です！ 
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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：４月２９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（愛知教育大学名誉教授） 

◇対 象：１６歳以上 ◇定 員：１５名 ◇参加費：無料 

★申込み：３月２５日（土）から図書館カウンターにて 

※電話受付は翌日２６日（日）９時から 
三角袋を手縫いで作成しませんか。そのほか、被服についての 

お話を、被服学の専門家である講師よりお話します。 

大人向け講座【手縫いで三角袋を作ろう】 

中学生におすすめの本 著者 請求記号 

F ができない 升井 純子 ９１マ 

黄色い夏の日 高楼 方子 ９１タ 
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    § 絵本の時間                
●日 時：４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 

     §   紙芝居の会       
●日 時：４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：｢たんぽぽぐみのおへやです」 

｢ともだちおっとっと」 

§ おはなし会         
●日 時：４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：｢おすわりやす いすどっせ！｣   

 (紙芝居） 

｢まんまるちゃん｣ (しかけ) 他 

 

 ３/３０（木）～４/１２（水） 

 【イースターエッグ】 

      §  ストーリーテリング              
●日 時：４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：｢鳥のみじい」(日本の昔話） 

｢こいぬをつれたかりうど」(中国の昔話)   

｢三つのねがい」(日本の昔話） 

   § 映画上映会       
～「ピーターラビット」～ （９５分） 

●日 時：４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。 

E ゴ 913.6 ｹｽﾞ 

 

       

§ ４月の別置  

 『新生活応援』 

 
☆ 一般書☆ 

 

☆児童書  ☆

 

☆YA特集 
☆  

『あの人が書いた本』 

 
『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  

 『本屋大賞受賞作家』  

 

《児童書》ほかの新刊は図書館で確認してね！ 

◆「とんで やすんで かんがえて…」 
  五味 太郎  著 / 出版：偕成社 

★ことりさんがとんでいます。ちょっととんで、ちょっ

とやすんで、きのみをたべたら…またちょっととんで、

すこしずつ進んでいきます。でも、そこにとつぜん大き

な海があらわれて……！自分のタイミングは自分で決め

ていい、子どもたちを応援するような絵本です。 

８０オ 

 《一般書》書 名 著 者 請求記号 

図書館にまいこんだこど

もの大質問 

こどもの大質問編

集部 /編 
０１５.９ト 

南極の食卓 渡貫 淳子 ２９７.９ワ 

蒼い炎 3 究竟編 

 
羽生 結弦 ７８４.６ハ３ 

リンボウ先生のなるほど

古典はおもしろい! 
林 望 ９１０.２ハ 

つぎはぐ、さんかく 菰野 江名 ９１３.６コモ 

銀座に住むのはまだ早い 小野寺 史宜 ９１５.６オ 

 
◆「開墾地」 

 グレゴリー・ケズナジャット 著 / 

 出版：講談社 

★留学先の日本から、サウスカロライナに帰郷したラ

ッセル。葛の繁茂した庭、南部ならではの湿気、耳に

届く哀切な音楽――青年は、遠くイランからこの地に

根を下ろした父の来し方に想いを馳せる。越境文学の

新たな領域をとらえる著者の、注目の最新刊。 

◇日 時：４月２３日（日）  １1 時～ 

５月３日（水・祝） １0時～  

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇講 師：工藤 年人 氏 

（風船のお店 カラフル日和 店長） 

◇対 象：各回２０名程度（大人のみの参加不可) 

    （小学４年生未満は保護者同伴） 

★申込み：４/５（水）～１８日（火） 

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可 

※抽選制、当選者のみ４/１９（水）にお電話します 

【バルーンアート教室】 【春のおはなし ＆ 

イースターエッグづくり】 

◇日 時：４月１６日（日） 

①１０時～    ②１１時～ 

◇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：３/２６（日）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可 

こどもの読書週間イベントを開催します！ 

 

おはなしコーナー先着７組 

◆「 めちゃヘンな早口ことば」 
  大谷 健太  著  /                                                           

出版：小学館集英社プロダクション 

★「急にきゅうり9本食う子急増」「ダブル歩き炙りカ

ルビ」個性的なイラストとともに繰り出される、前代未

聞のヘンテコ早口ことば。数々のバラエティ番組で注目

を集め、SNSでも話題となっているフリップ芸人、大谷

健太のオリジナル早口言葉が児童書になりました。 

【プテラノドンをつくろう】 

◇日 時：５月７日（日） 

①１０時～ ②１１時～ 

◇場 所：図書館 視聴覚室（２階） 

◇定 員：各回２０名（先着順） 

    （小学４年生未満は保護者同伴） 

★申込み：４/１６（日）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可 

＠ライブラリー『徳川家康』 

 


