
    

  

  

名 称 会 場 対 象 時 間 １２月 

図書館おはなし会 中央公民館  

２階 小会議室 

※12 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 0６日（木） 

おはなしの森 年長児～小学校低学年 11:00～11:30 ８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 1５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 ３日（月） 

北の台おはなし会 幼児～小学生 11:00～11:30 2２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 １日（土） 

いずみおはなし会 幼児～小学生 15:30～16:00 2０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 ７日（金） 

おはなしくれよん 未就園児 10:30～11:00 1７日（月） 

たんぽぽおはなし会 幼児～小学生 15:30～16:00 2７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 

２０１８／１２  Ｎｏ．３１６ 

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 

■…休館日 

図書館 
カレンダー 

１２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）14日 

（第３木曜）20日 

（第４土曜）22日 

 

１２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 

←山折り 

① 
② 

③ 

旧：図書館見学会 

小さなお子さま連れの方に気

兼ねなく図書館をご利用いた

だくための時間です。 

火曜日（休館日を除く） 

10：00～12：00 

図書館本館１階 

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

ピッキー 

大掃除。あぁ大掃除。大掃除。 

＊１月は 5 日から開館 

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 ＊１月は 4 日正午から開館 

開館時間 9:00～19:00（土日祝日は 17:00） 



  

 

 

 

 

１ 沈黙のパレード／東野圭吾 

２ 下町ロケット４／池井戸潤 

３ すぐ死ぬんだから／内館牧子 

４ ある男／平野啓一郎 

 いま君に伝えたいお金の話／村上世彰 

６ 思い出が消えないうちに／川口俊和 

 志麻さんの自宅レシピ／ タサン志麻 

 その先の道に消える／中村文則 

９ 愛なき世界／三浦しをん 

10 
ビブリア古書堂の事件手帖 扉子と
不思議な客人たち／三上延 

 

↓ 

#特集 ＃映画の原作本 

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】年賀状も大掃除も「やらねばらならない」じゃなくて、なぜ年賀状を書くのか、大掃除をするのか、その意味を自分で考えながらやると、きっと心をこめてできる。…んだろうなぁ、と思う。思うだけ。 

（10/16～11/15 の期間に予約が多かった一般書） 

２０１８年１１月から１２月上映の 

映画の原作本・関連本をご紹介します。 
１２月２４日(月・祝)  

クリスマスのおはなし会（特別おはなし会） 

■１２月２４日（月・祝）１１時～１２時／中央公民館 

季節に合わせた絵本などの読み聞かせとクリスマス

の工作をします。幼児～小学生が対象です。定員は２５

人（申込順）。申込み受付は１２月２日（日）９時から図

書館本館へ電話かカウンターでお申込みください。 

ﾜﾝﾊﾟｸ 
ｼｰﾙ 

申込み 
必要 

図書館本館の返却ポストは、下記の期間はご利用

（返却）できませんのでご注意ください。 

１２月２８日（金）閉館後～２０１９年１月４日（金）９時 

 

また、早園・中村・吉岡・綾南の各地区センターと市

役所の年末の最終回収日は以下のようになります。 

 早園・中村・吉岡・綾南の各地区センター  

１２月２４日（月・祝） 

 市役所  

１２月２５日（火） 

※いずれも回収の時間は未定です。地区センター、市

役所で上記の年末の最終回収後にポストへ返却された

本につきましては、年始の回収後の処理となります。な

お、年始は２０１９年１月７日より回収いたします。 

 

 

１月４日（金）正午から、図書館本館にてテーマ別に

本をセットにし、中身が見えないようにした「本の福袋」

の貸出をします。福袋はテーマごとに３冊ずつセットし、

中が見えないようバッグに入れ

た状態で貸出します。福袋は限

定２０セット、すべて貸出になっ

た時点で終了です。 

１２月２０日(木) おはなし会と読み聞かせ講座 

年末年始の返却ポストについて 

２０１９年１月４日(金) 本の福袋 【本館】 

図書館本館の年始の開館は２０１９年１月４日（金）

の正午からとなります。 

年始の開館時間について 【本館】 

銃

銃 中村文則 新潮社 ﾅｶ

メサイア　幻夜乃刻

メサイア 高殿円 講談社 Pﾀｶ

ニート・ニート・ニート

ニート・ニート・ニート 三羽省吾 角川書店 ﾐﾂ

オンネリとアンネリのふゆ

オンネリとアンネリのふゆ マリヤッタ・クレンニエミ 福音館書店 Fｸﾚ ★

11/24

(土)

アーバ・メリカント、リリャ・レフト ほか

村上虹郎、広瀬アリス、日南響子 ほか

11/17
(土) 杉江大志、山田ジェームス武、山本一慶 ほか

11/23

(金)

安井謙太郎、山本涼介、森田美勇人 ほか

書　名 著者名 出版社 請求記号
公開日

　作品名／出演

＊請求記号のPは文庫、Ｆは外国小説、Ｙはヤングアダルトを表します

＊★は児童書です

ビブリア古書堂の事件手帖

*「ビブリア古書堂の事件手帖」シリーズ 三上延
アスキー・メディアワークス

KADOKAWA YPﾐｶ

赤毛のアン　卒業

スマホを落としただけなのに

スマホを落としただけなのに 志駕晃 宝島社 Pｼｶﾞ

走れ！　Ｔ校バスケット部

走れ！　Ｔ校バスケット部（１～８） 松崎洋 幻冬舎 YPﾏﾂ

続・終物語

終物語　（上・中・下） 西尾維新 講談社 ﾆｼ

終物語　続 西尾維新 講談社 ﾆｼ

アウト＆アウト

アウト＆アウト 木内一裕 講談社 ｷｳ

人魚の眠る家

人魚の眠る家 東野圭吾 幻冬舎 ﾋｶﾞ

黒木華、野村周平、成田凌、夏帆 ほか

志尊淳、佐野勇斗、早見あかり ほか

11/1
(木)

北川景子、千葉雄大、バカリズム、要潤 ほか

エラ ・バレン タイ ン 、サラ ・ボ ッツ フォ ー ド 、マー ティン ・シー ン  ほか

11/3
(土)

11/10
(土)

遠藤憲一、岩井拳士朗、白鳥玉季 ほか

篠原涼子、西島秀俊、坂口健太郎 ほか

*赤毛のアンの関連書　多数あり11/2
(金)

11/16
(金)

※アニメ作品

「フジサンケイビジネスアイ」  日曜及び新聞休刊日に

加え、土曜日も休刊（１２月より） 

【雑誌・新聞】 刊行頻度変更 

来る

ぼぎわんが、来る 澤村伊智 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ｻﾜ

輪違屋糸里　京女たちの幕末

輪違屋糸里（上・下） 浅田次郎 文藝春秋 ｱｻ

12/7

(金)

岡田准一、黒木華、小松菜奈、松たか子、妻夫木聡 ほか

12/15
(土)

藤野涼子、溝端淳平、松井玲奈、佐藤隆太 ほか


