
    

  

  

名 称 会 場 対 象 時 間 ６月 

図書館おはなし会 中央公民館  

２階 小会議室 

※６月のおはなしの森は 

本館１階絵本コーナー 

未就園児 10:30～11:00 07 日（木） 

おはなしの森 年長児～小学校低学年 11:00～11:30 9 日（土） 

図書館子どもおはなし会 幼児～小学校低学年 11:00～11:30 16 日（土） 

おはなしたまてばこ 北の台地区センター 
２階 休養室 

未就園児 10:30～11:00 4 日（月） 

北の台おはなし会 幼児～小学生 11:00～11:30 23 日（土） 

おはなしコロボックル 寺尾いずみ会館 
１階 会議室 

未就園児 10:30～11:00 2 日（土） 

いずみおはなし会 幼児～小学生 15:30～16:00 21 日（木） 

南部ふれあいどんぐりおはなし会 

南部ふれあい会館 
１階 会議室 

幼児～小学生 15:30～16:30 1 日（金） 

おはなしくれよん 未就園児 10:30～11:00 18 日（月） 

たんぽぽおはなし会 幼児～小学生 15:30～16:00 28 日（木） 
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毎月ゼロの日（10 日、20 日、30 日）は 
テレビやゲームを一休みして、読書や家族の 
時間として過ごしましょう。 

あやせ 
ゼロの日 
運 動 

特集 映画の原作本 

２０１８／６  Ｎｏ．３１０ 

図書館だより 

図書館だより 

図書館だより 

★折りたたむと 

コンパクトになります！ 

普段は入ることができない本館の 

書庫等をご案内します。見学中に見つけた 

本は借りることもできます。 

北の台図書室 

南部ふれあい図書室 

いずみ図書室 

図書館 本館 

開館時間 9:00～12:00、13:00～17:00 

開館時間 9:00～19:00（土日祝日は 17:00） 

■…休館日 

図書館 
カレンダー 

６月 

＊悪天候等の理由で中止となる場合があります。 

おはなし会に関するお問合せは図書館本館

（77-8191）までお願いいたします。 

（第２金曜）08日 

（第３木曜）21日 

（第４土曜）23日 

 

６月の日程 ［毎月３回開催］ 

第２金曜／10：30～11：00 

第３木曜／15：30～16：00 

第４土曜／11：00～11：30 

本館の書庫には 

こんな本が！ 

思わぬ発見があるかも!? 

申込み 
不要 

 

申込み 
不要 

 

ﾜﾝﾊﾟｸ 
ｼｰﾙ 

晴耕雨読 

←山折り 

① 
② 

③ 

旧：図書館見学会 

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

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

＊この時間帯には、小さいお子

さんが声を出したり泣いてし

まったりしても、特にお声かけ

はしません。気兼ねなく、ゆっ

くりお過ごしください。 

火曜日（休館日を除く） 

10：00～12：00 

図書館本館１階 



  

 

 

 

 

１ かがみの孤城／辻村深月 

２ デートクレンジング／柚木麻子 

３ 魔力の胎動／東野圭吾 

４ 凶犬の眼／柚月裕子 

 流れの勘蔵／佐伯泰英 

 ラプラスの魔女／東野圭吾 

７ 風は西から／村山由佳 

 極上の孤独／下重暁子 

 
私が変わる、家族が変わる時間術／鈴
木尚子 

10 あやかし草紙／宮部みゆき 

 おまじない／西加奈子 

 

↓ 

６月１９日(火) 蔵書検索システム停止のおしらせ 

蔵書検索システムの定期保守作業を行います。これ

に伴い、ホームページのうち、蔵書検索や予約など一部

機能は終日ご利用できなくなります。ご不便をおかけい

たしますが、ご理解のほどお願いいたします。 

#特集 ＃映画の原作本 

６月２１日(木) おはなし会と読み聞かせ講座 
９ 時 50分～10時 30分／大上サロン室 

11時 20分～12時／綾南サロン室 

15時 20分～16時／子育て支援センター 

楽しい絵本の選び方や読み方のコツの学習と実演。 

前半 20分はおはなし会、後半 20分は講座です。どち

らかだけでも参加できます。講師は絵本作家・絵本コー

ディネーター・語り手の「こがようこ」さん。未就学児と保

護者対象。 

【２軍通信】小さいころ、ズラリと並んだパンのページをじーっと見ては幸せな気分に浸っていた記憶が。きっと今でもじーっと見ていられます。かこさとしさんの絵本、また少しずつ読み返してみようと思います。 

（４/16～５/15 の期間に予約が多かった一般書） 

☞「図書館の職員の方のおすすめする本が知りたいです」というご意見からは

じめた「図書館スタッフのわたしの紹介したい本」。昨年の秋に展示をし、展示

した本をこの紙面で紹介してきましたが、いよいよ今号で最後となります！ 

「1973年全米ベストセラーの復刊です。 

ポテトを愛するアメリカ文化香る“読みもの”です」 

『ポテト・ブック』 

マーナ・デイヴィス／著、伊丹十三／訳、河出書房新社、2014年 

「「言葉の持つ力」を随所で感じ、作中のスピーチにも胸

を打たれました。話し上手は聞き上手、私もそうなりたい

です」 

『本日は、お日柄もよく』 原田マハ／著、徳間書店、2010年 

「江の島を舞台にした SF（すこしふしぎ）な物語です。ほ

のぼのとしつつ家族について考えさせられる、そんな一

冊です」 

『魔法使いと副店長』 越谷オサム／著、徳間書店、2016年 

「ふしぎなタイトルを見つけて思わず手にとった 1冊。いった

い何のおはなし？？？ 」 

 『みしのたくかにと』  

松岡享子／作、大社玲子／絵、こぐま社、1998年 

「40年前の伝説本が、奇跡の復刊！ 色あせないシュ

ールなパロディ（モジリ）の数々。大人の粋な、お遊び本

です」 

『もう一度倫敦巴里』 和田誠／著、ナナロク社、2017年 

「絵の上に、糸や布、ビーズ等を使って動物を表現した、

一風変わった動物図鑑です」 

『もうひとつの場所』 清川あさみ／絵、網倉俊旨／文、 

今泉忠明／監修、リトル・モア、2011年 

「『大草原の小さな家』に憧れて、アメリカに興味を持った著

者。秋の夜長に、心もおなかも満たしてくれる 1冊です！」 

『やさしさグルグル』 

行正り香／著、文藝春秋、2012年 

「読者を瞬時に物語の世界へ引き込み、キレのよい結

末へ導くショートショート。星新一や江坂遊が名手として

有名ですが、この作家の名前もぜひ！」 

『夢巻』 田丸雅智／著、出版芸術社、2014年 

 

図書館スタッフの 

２０１８年５月から６月上映の映画の原作本・関連本を 

ご紹介します。 
書　名 著者名 出版社 出版年 請求記号

＊請求記号のＹはヤングアダルト、Ｆは外国小説、を表します

公開日
　作品名／出演

ラプラスの魔女

ラプラスの魔女 東野圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015年 ﾋｶﾞ

孤狼の血

孤狼の血 柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015年 ﾕｽﾞ

友罪

友罪 薬丸岳 集英社 2013年 ﾔｸ

5/25

(金)

櫻井翔、広瀬すず、福士蒼汰 ほか5/4

(金)

5/12

(土)

生田斗真、瑛太、夏帆、佐藤浩市 ほか

役所広司、松坂桃李、真木よう子、江口洋介 ほか

羊と鋼の森

羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 2015年 ﾐﾔ

終わった人

終わった人 内館牧子 講談社 2015年 ｳﾁ

空飛ぶタイヤ

空飛ぶタイヤ 池井戸潤 実業之日本社 2006年 ｲｹ

世界でいちばん長い写真

世界でいちばん長い写真 誉田哲也 光文社 2010年 Y ﾎﾝ

審判

審判 フランツ・カフカ 白水社 2006年 F4ｶﾌ

6/8

(金)

6/9

(土)

舘ひろし、黒木瞳、広末涼子 ほか

山崎賢人、鈴木亮平、上白石萌音、上白石萌歌 ほか

6/15

(金)

長瀬智也、ディーン・フジオカ、高橋一生、深田恭子 ほか

6/23
(土)

高杉真宙、武田梨奈 ほか

6/30
(土)

にわつとむ、常石梨乃 ほか


