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※各SNSでの返信対応はしておりません。お問い合わせは清須市立図書館まで直接お願いいたします。

学習席利用状況・新着図書案
内・イベント情報などを中心
に発信！

イベント情報・企画展示の案
内などを中心に発信！http://www.

library-
kiyosu.jp/

最新情報をリアルタイムで更新　　公式SNS　やってます
本の予約・検索がWEBから
もできます！図書館だよりも
毎号掲載中！ @kiyosu_library https://ja-jp.facebook.

com/kiyosu.library/

清須市立図書館HP

一般企画展示「あ、図書館で読んだ本だ！」
児童企画展示「夏の宿題お助け隊！」

読書感想文、
どんな本を
選んだらいいの？

もうすぐ
夏休み！

東海地方最大級の弥生集落遺跡
朝日遺跡を調査せよ!!
弥生学習講座出前博物館
夏休み子ども図書館員体験



スポーツ

読書感想文、どんな本を
選んだらいいの？

　ハロルドはリトル・リーグの
野球チームの中で一番小さな男
の子。くじけてしまうこともあ
るけれど、そのうちきっと、み
んなの役に立てるはず !?（低学
年向け）

「ちびっこ大せんしゅ」
シド ホフ // 著（93/ ホフ /17）

　貧しい暮らしの中、心臓の悪
い娘の手術代を稼ごうと、マラ
ソン大会への出場を決意するお
母さん。でもその先には、たく
さんの困難が待ち受けていて…。

（高学年向け）

　「失ったものを数えるな。残
されたものを最大限に生かせ」
リハビリを通じて障がい者スポ
ーツを広めたお医者さんのおは
なし。（中学年向け）

佐野 慎輔 // 著（780/ サ /19）

Q. 読書感想文は、やっぱり課題図書で書いた方がいいの？
A. そんな事はありません！ 課題図書にこだわらなくても大丈夫。
　 課題図書 /自由図書、好きな方を選ぼう！

Q. どんな本が感想文向きなの？ 自分の好きな本で良いの？
A.「面白い本」と「感想文が書きやすい本」は違います。

　読書感想文コンクールの主催者が指定する図書。
新しく出版された本の中から選ばれています。

　自分が読みたい図書を自由に選びます。フィク
ション・ノンフィクションは問いません。

課題図書 自由図書

　もうすぐ夏休み！図書館では、小学生の皆さんの宿題をお助けする企画展示やイベントを今年もたくさん
考えています。夏休みもたくさん図書館に来てくださいね！
　さて、夏休みの宿題といえば読書感想文。小学生さんはもちろん、そのお父さん・お母さんも「どんな本
を選んだら良いのか分からない！」とお悩みではないでしょうか？そんなときこそ図書館の出番。興味のあ
る本を図書館員と一緒に探しましょう！

もうすぐ
夏休み！

アスリートたちはどんな子どもでしたか？自分とはどこが違いますか？選手になってからの努力
や信念・人との関わりにも注目してみましょう。

興味を持っているテーマはなんですか？関心があれば、物語・小説でなくても大丈夫です。
スタッフのおすすめをまとめてみました。ぜひ参考にしてください。

「走れ！マスワラ」
グザヴィエ＝ローラン・プティ // 著

（780/ オ /18）

「日本のパラリンピックの父 
　中村裕」

Point!



登場人物のどんなところに自分の心が動いたか、考えてみよう。登場人物の考えや行動、感動
した・憧れた部分は何だろう？自分自身のエピソードを交えて書いてみてもよいでしょう。

浜田 桂子 // 著（E/ ヘイ /12）

　うれしいのは、どんなときで
すか。日本・中国・韓国の 12 人
の絵本作家が協力して作った、
平和へのメッセージが込められ
た絵本です。（低学年向け）

「へいわって
　　どんなこと？」

デビッド マッキー // 著（E/ セカ /05）

　ちいさい国には、兵隊は必要
ありませんでした。知らない人
ともすぐに仲良くなってしまう
からです。（低学年向け）

「せかいでいちばん
　　　　　つよい国」 マイケル フォアマン // 著（E/ シヨ /12）

　戦争で壊れ、鉄条網で囲まれ
てしまった遊び場。そこから生
えた緑の葉を、少年は大切に育
て始めます。小さな芽が、人々
の大きな希望へと変わる物語。

（高学年向け）

「少年の木 希望のものがたり」

ヨシタケシンスケ // 著
（E/ ミエ /18）

　ぼくは宇宙飛行士で、いろん
な星を調査するのが仕事だ。あ
る星で出会った宇宙人が、「当た
り前」を見直す機会を与えてく
れた。見えないからできないこ
とや、見えないからこそできる
こと、誰にだって必ず違いがあ
るということが分かる絵本です。

（中学年向け）

「みえるとか
　　みえないとか」岡田 潤 // 著（91/ オ）

林 明子 // 著（913/ ハ）

　大きなおにいちゃん、おねえ
ちゃんと一緒にキャンプへ行き
たいなほちゃん。精一杯背伸び
して頑張る姿に勇気を貰えます。

（低学年向け）

「はじめてのキャンプ」
ポール・フライシュマン // 著

（YE/ ウエ /12）

　ひとりぼっちの少年がすごい
自由研究をひらめいた。ウエズ
レーが生み出した「自分だけの
文明」はやがて、近所の子ども
達も巻き込む一大文明に！（高
学年向け）

「ウエズレーの国」

科学・生物
初めて知ったこと・なるほどと思ったことは何でしたか？生き物を飼うときに活かしたいこと
を想像してみるのも良いかもしれません。

島田 たく // 著（486/ シ /15）

　足下を見てみて！身近なアリ
を取り巻く大きな世界が広がっ
ているよ。（中学年向け）

「アリとくらすむし」
前野紀一 // 著（451/ マ /13）

　夏にぴったり！氷の実験はい
かが？水だけで固まろうとする
不思議な性質から、地球と氷と
の関係を知ろう。（中学年向け）

「こおり」
山口 進 // 著（486/ ヤ /14）

　カブトムシが年々小さくなっ
てる !? そんなナゾを解き明かし
ながら、自然とどう向き合うか
考えてみては？（高学年向け）

「カブトムシ山に帰る」

戦争
当時の暮らしを知り、　現在の自分の暮らしと比較してみましょう。もし、身の回りに戦争体験
者の方が居れば、お話を聞けると良いですね。

たかどの ほうこ // 著
（913/ タカ /18）

　主人公のハルオは一年生で、
転校してきたばかり。ある日道
に迷ってしまい、急いで学校へ
向かうと、クラスのみんながち
ょっと違う！実はその小学校は
…。ハラハラ・ドキドキ、不思
議な面白さです。（低学年向け）

「おともださにナリマ小」 「こども電車」

　こども電車は夢や希望を運ぶ
電車。最終電車時間は夜の 9 時。
子どもなら誰でも乗れるはずだ
が、いつしか乗れなくなってし
まう……。あなたは乗ったこと
がありますか？（高学年向け）

ものがたり

Point!

Point!

Point!



Q. 図書館員のおすすめをもっと教えて！
A.1階児童企画展示にて、読書感想文向けの本を紹介しています。

Q. 本は決まったけど、何をどう書けばいいの？
A. 決まり事はありませんが、参考に4つのポイントをお教えします。

伝記・ノンフィクション

馬場 錬成 // 著（289/ オ /15）

　微生物の力を借りて、2 億人
以上の人々の命を救った大村先
生。ノーベル賞を受賞するまで
の波乱のドラマが綴られた 1 冊。

（高学年向け）

「大村智ものがたり
　苦しい道こそ楽しい人生」

　病院を訪れて患者に笑いを届
ける道化師、ホスピタルクラウ
ン。入院中の子どもたちと、ホ
スピタルクラウン・K ちゃんの
交流を追った、心温まるお話。

（高学年向け）

「ホスピタルクラウン・
  Kちゃんが行く
　笑って病気を吹っ飛ばせ！」大野 益弘 // 著（780/ オ /18）

　この人なくして、オリンピッ
クの歴史は語れない！戦争体験
と一冊の小説から全ては始まっ
た。（中学年向け）

「近代オリンピックの父 
　　　  クーベルタン」

あんず ゆき // 著（916/ ア）

まずは偉人たちが何を成したのか。どんな人生だったのか知りましょう。そして、すごいと思う
ところ、憧れる部分はどこか？今の自分と比較して考えてみよう。

　読書感想文にお子さんが選んだ本を、親御さんも是非一緒に読んでみてください。小学生のお子
さんは「自分が何に興味があるか」「読んで何を感じたのか」自分ではまだ上手く表現できない場合
もあるでしょう。そんなときはぜひ、親御さんがお子さんに問いかけ、お子さんの興味や感想を引
き出してあげてくださいね。

　本を読んで知ったこと、感じたことを、
これからの生活にどのように取り入れてい
きたいか。前向きな姿勢で締めくくるとよ
いでしょう。

今後の抱負をまとめる

　「感想文」であって「あらすじ紹介」で
はありません。説明は自分の感想を述べる
とき、分かりやすくするためにどうしても
必要な部分だけ書きましょう。はじめは一
言の感想や気持ちからスタートすると、文
章を作りやすいです。

　主人公にあって、自分に無いものはなん
だろう？思いもよらなかった登場人物の考
えや行動、感動した・憧れた部分は？また、
それはなぜか。自分自身のエピソードを交
えて書いてみてもよいでしょう。

※例：「びっくりした」という感想を持ったら、
　「どこにびっくりしたのか」「なぜびっくりし
　たのか」「びっくりした結果分かったことは」
　と話を広げて行きましょう。

※「自分にはできるかな？」「自分なら逃げ出した
　のでは？」「自分なら耐えられたか？」「自分な
　ら…」

あらすじを書かない 登場人物のどこに関心したか、
どこが「すごい」と思えたか

　自分とまず比べてみる。そして、その違
いを考えてみましょう。 （身近な例として、
衣・食・住を比べてみるのもポイントです）
※「自分ならどうするかな？」「自分ならできるか
　な？」「自分ならどう思うだろう？」「今の自分
　と何が違うかな？」「今の自分と同じところは？」

自分の “今” と比べてみる

ポイントを押さえて「伝わる文章」作りをしよう！

Point!

さいご
に



森谷 明子 // 著（913/ モリ /15）

２階一般企画１階児童企画

「春や春」
中川 李枝子 // 作
中川 宗弥 // 絵 （913/ ナカ /19）

「ももいろのきりん」

あ、図書館で読んだ本だ！
　受験に頻出する小説、新書、よく出る作家の本を集め
ました。読書感想文の題材でお悩みの方にもおすすめ！

　読書感想文向きの本、自由研究にぴったりの本を集め
ました！さぁ、本の世界を冒険しよう！

今月の
おすすめ

今月の
おすすめ

　お母さんから、大きなももいろの紙をもらったるるこ
ちゃんは、のりとはさみでうんと首の長いきりんを作り
始めました。そのきりんにキリカと名付けて、クレヨン
で口と二つの目を描くと……。るるこちゃんとキリカに
よる、元気いっぱいな冒険が始まります。

　夏の全国大会、と聞くと、運動部や吹奏楽部を思い浮か
べますが、実は俳句にも全国大会があることをご存知でし
ょうか。その名も「俳句甲子園」。野球の甲子園と同じよう
に、熱いドラマがいくつも生まれる場所です。
　この本も、そんなドラマのひとつ。俳句という十七文字
に、全身全霊で挑んだ高校生たちのお話です。

夏の宿題お助け隊！

遺跡のナゾをとき、図書館に報告しよう！

東海地方最大級の弥生集落遺跡

あさ せき
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い
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さ

リサイクル会

【と　き】7月 20日（土）午前 10 時 00 分から 
　　　　  ※なくなり次第終了

【ところ】1 階ギャラリー

図書館で不要になった本を無償配布します。

※当日午前 9 時 45 分から、正面玄関で整理券を配布します。
※雑誌付録の配布はありません。

　普段何気なく利用している図書館の
基本的な業務を体験してみませんか？
君も図書館マスターになろう！

【と　き】午前 9 時 30 分～午後 3 時（休憩含む）
【対　象】市内在住の小学生
【持ち物】弁当、水筒、筆記用具

※高学年のみ→本 1～2 冊

【申　込】8 月 6 日（火）から電話又は 1 階カウン
　　　　  ターにて受付。

・透明の保護シールでカバーしてもいい本
・ビブリオバトルで使用するおすすめの本

　朝日遺跡について調べたレポートを募集。レポートは
図書館で展示します。優秀作品にはプレゼントもあり！

親子参加OK チーム参加OK ひとり参加OK

清須市立図書館から緊急指
令！

協賛／愛知県教育委員会文化財保護室

【募集期間】
【展示期間】
【受賞発表】受賞者には葉書にて連絡、また、
　　　　　  WEBにて発表

【応募方法】募集要項（館内配布）に従いレポート
を作成し、上記【募集期間】内に申込
用紙（館内配布）と一緒に図書館 1階
カウンターに提出してください。

※受賞作品は、清須市立図書館、愛知県教育委員会文化財
　保護室、清須市教育委員会の 3者で選出

6月 1日（土）～  9 月 29日（日）
10月 8日（火）～10月30日（水）

定員 6 名 定員 4 名8 16月 日（金） 8 23月 日（金）

中・高学年向け（3～6年生） 低学年向け（1～2年生）

　朝日遺跡から出土した土器に触れたり、古代の
道具を使った体験学習ができる講座です。

好評受付中！お電話又は1階カウンターにてお尋ねください。

関連
イベント 小学生

向け

や よい がく しゅう こう ざ

弥生学習講座

で
はく

ぶつ
かんまえ

8 11月 日（日）

7 27月 日（土）

7 14月 日（日）

午前10時 30から（1～1.5H程度）

午後 2時から（1～1.5H程度）

午前 10時 30から（1～1.5H程度）と
き

夏休みの
自由研究に
いかが
ですか？

小学生
向け



6 日（土）

13日（土）

おはなし会 幼児・児童

幼児・児童

午前11時～
　　 11 時 30分

午前 11時～
　　 11 時 30分

午前 11時～
　　 11 時 30分

20日（土）

19日（金）

英語絵本の読み聞かせ 幼児・
小学校低学年

利 用 案 内

午前１０時～午後７時

・月　曜　日（当該月曜日が休日の場合は次の平日）
・年 末 年 始（１２月２９日～１月３日）
・館内整理日

・特別整理期間（年１回）

毎月末日、但し当該日が休館日又は
土・日・祝日にあたる場合は直前の平日

・ＪＲ東海道本線「清洲」駅より徒歩２０分
・きよすあしがるバス　さくらルート「夢広場はるひ」下車すぐ
　　　　　　　　　オレンジルート「夢広場はるひ」下車すぐ
・名古屋高速道路　一宮方面から　春日出口より約５分
　　　　　　　　　名古屋方面から　清須出口より約５分
〒452-0961 愛知県清須市春日夢の森１

【ＴＥＬ】052-400-1044( トショ )　【ＦＡＸ】052-400-1114
【Ｈ　Ｐ】http://www.library-kiyosu.jp/
※清須市の市有施設である清須市立図書館は、指定管理者代表構成員
　㈱図書館流通センターが管理・運営を行っています。

開館時間

発行元

休館日

アクセス

ア ク セ ス

びわっ子

11時 30分～正午

12時 30分～13時
英会話クラブ1階おはなしの部屋

1階おはなしの部屋

1階おはなしの部屋

1階おはなしの部屋

おはなし会

午前11時～
　　 11 時 30分

乳幼児

乳幼児

おはなしぱぴぷぺぽ

午前11時～
　　 11 時 30分3日（水） 1階おはなしの部屋 おはなし会 乳幼児おはなしぱぴぷぺぽ

1階おはなしの部屋

清須市立図書館

家庭文庫どんぐり小屋

わらべうたを楽しむ会

耳からの読書

午前11時～
　　 11 時 30分 1階おはなしの部屋11日（木） 家庭文庫どんぐり小屋

ハローキッズ

児童

岐阜

分地北 春日新橋

春日中学校

中之郷南岐阜羽島 IC

名古屋西 IC

小牧 IC

一宮 IC

清洲東 IC
名古屋 IC
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16

四番割

春日橋

名古屋

名古屋第二環状自動車道

下之郷

西牧前

学校橋

190

清須市立
図書館

名神自動車道

14 日（日）

主催団体 対　象日　時 場　所 内　容

※プログラムの内容は変更することがあります。詳細はお問い合せください。

7 月のおはなし会
図書館スタッフによるおはなし会も毎月開催中！

25 日（木） 午前11時～
　　 11 時 30分 1階おはなしの部屋

おはなし会 乳幼児

乳幼児家庭文庫どんぐり小屋わらべうたを楽しむ会

午前11時～
　　 11 時 30分27日（土） 1階おはなしの部屋 びっくりばこ

図書館スタッフによるおはなし会
第 1・3日曜日 午前 11時～20分程度
第 2日曜日 午後 3時～20分程度

乳幼児向け（0～2歳）

幼児向け（3～5歳）

小学生向け（会員制）

としょかんクラブ エルマーの会
第 3土曜日 午後 3時から 30分程度

※入会はいつでも可能（無料）

英会話に慣れた方
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　令和元年 7 月 21 日（日）は、参議院議員通常選挙の投票所として図書館を使用するため、
休館させていただきます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。

選挙による
休館のお知らせ


