
    

  

  

名 称 会 場 対 象 時 間 ３月 

図書館おはなし会 
中央公民館  

２階 小会議室 

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 09 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 

２０１９／３  Ｎｏ．３１８ 

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 

３月 

（第２金曜） ８日 

（第３木曜）21日 

（第４土曜）23日 

 

３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 

 

どんとこい 花粉！（いや、こないで） 

←山折り 

① 
② 

③ 

旧：図書館見学会 

＊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。 

申込み 
不要 

 

ﾜﾝﾊﾟｸ 
ｼｰﾙ 

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 

特集 図書館スタッフの 
わたしの紹介したい本‘18 ② 

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

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

開館時間 9:00～19:00（土日祝日は 17:00） 



  

   

 

１ 宝島／真藤順丈 

２ 妻のトリセツ／黒川伊保子 

３ 一切なりゆき／樹木希林 

４ 愛なき世界／三浦しをん 

 
なかなか捨てられない人のための鬼

速片づけ／吉川永里子 

 平成くん、さようなら／古市憲寿 

 メモの魔力／前田裕二 

８ 奈緒と磐音／佐伯泰英 

 熱帯／森見登美彦 

 本と鍵の季節／米澤穂信 

 

【２軍通信】図書館本館でときどきお仕事をしてくれているコミュニケーションロボットの Kibiro（キビロ）の衣装デザインコンテストを開催します！←これだけだと何のことか分からないですよね。詳しくはホームページまたは「ＹＡ通信 Vol.23」をご覧ください！ 

」 

（1/16～２/15 の期間に予約が多かった一般書） 

【雑誌】 刊行頻度変更 

「ＳＡＰＩＯ」 隔月刊→不定期刊（２月号から） 

「読むと足を運んでみたくなる、世界各国斬新

なデザインの地下鉄駅を美麗な写真で眺められ

る一冊です」→『世界の地下鉄駅』アフロ／写

真、水野久美／テキスト、青幻舎、2017年 

「ぼくの町に突然ペンギンがあらわれた。海も

ないのに…ぼくの研究ノートにペンギンハイウェイ

が加わった。不思議なことばかりおこる！」→『ペ

ンギン・ハイウェイ』森見登美彦／著、角川書

店、2010年 

「一枚の写真が多くのことを語りかけ、その背

景を想像させ、心を揺さぶります。報道カメラマ

ンに敬意です」→『ピュリツァー賞受賞写真全記

録』ハル・ビュエル／編著、河野純治／訳、日

経ナショナルジオグラフィック社、2015年 

「世界的ロングベストセラー『星の王子さま』。

読んだ方もそうでない方も新しい発見などあるか

も！？」→『星の王子さま百科図鑑』クリストフ・

キリアン／著、三野博司／訳、柊風舎、2018年 

「博物館に行って、展示物ひとつひとつじっくり

たっぷり見たくなる一冊です」→『見る目が変わ

る博物館の楽しみ方』矢野興一 ほか／編著、

ベレ出版、2016年 

「中高生だけでなく、大人でも楽しめるような

淡く甘酸っぱい恋物語です」→『静かの海』上・

下 筏田かつら／著、宝島社、2018年 

「相鉄線を使う方には分ってもらえると思いま

す。クスリと笑えてサラリと読めます」→『相鉄線

あるある』高島修／著、大河原修一／画、TO

ブックス、2017年 

「著者は「引き算」の介護を提案。ちょっとした

☞「図書館スタッフのわたしの紹介したい本」は 2016 年の利用者アンケートでいただいた「図書館の

職員の方のおすすめする本が知りたいです」というご要望を受けて始まりました（今年度で３回目）。 

前号に引き続き、32人のスタッフがそれぞれ選んだ本を、おすすめコメントとともに紹介します。 

声かけ・接し方のコツを紹介します」→『認知症

の人がスッと落ち着く言葉かけ』右馬埜節子／

著、講談社、2016年 

「小学 1年生の頃に読んだ本です。私には大

きな弟がいるので、共感したのを覚えています」

→『大きい 1年生と小さな 2年生』古田足日／

さく、偕成社、1970年 

「笑えると言うべきか、泣けると言ったほうがい

いか。15分くらい迷って、迷ったままにしておくこ

とにしました」→『どこでもない場所』浅生鴨／

著、左右社、2018年 

「60～70年代の歌謡曲全盛時代を駆け抜け

た作詞家・ファッションリーダーの物語。当時の

若者の世相が羨ましい」→『安井かずみがいた

時代』島崎今日子／著、集英社、2013年 

「手間と暇を惜しまず丁寧な暮らしをする。“コ

ツコツやることが自分のものになり、自信になる”

ということを教わりました」→『きのう、きょう、あし

た。』つばた英子／著、つばたしゅういち／著、主

婦と生活社、2017年 

「人は何歳からでも新しい事に挑戦できる！

「好奇心」は生涯青春が続く秘訣です」→『83

歳の女子高生球児』上中別府チエ／著、主婦

の友社、2013年 

「なつかしのファンシーグッズ！！今見てもと

ってもかわいい！昔もってたアレ、どこやったか

な～」→『’80sガーリーデザインコレクション』ゆ

かしなもん／著、グラフィック社、2017年 

「大家族ならではのおばあさんのお悩みは？

冬の手前の季節にピッタリな１冊です」→『しず

かにあみものさせとくれー！』ベラ・ブロスゴル／

さく、おびかゆうこ／やく、ほるぷ出版、2017年 

「著者 10年越しの再デビュー作。バラエティ

に富んだ短編ミステリが読めます」→『Y駅発深

夜バス』青木知己／著、東京創元社、2017年 

「戦争末期の沖永良部島。子どもの視点で

描かれた悲しくも愛ある作品です」→『神に守ら

れた島』中脇初枝／著、講談社、2018年 

９時５０分～１０時３０分／綾南サロン室 

１１時２０分～１２時／大上サロン室 

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

かだけでも参加可。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。 

３月１４日(木) おはなし会と読み聞かせ講座 

■３月２７日（水） １０時～１１時／図書館本館 

図書館の使い方や本の探し方をご案内します。普段

は入れない書庫の見学もあります。小学校新１年生対

３月２７日(水) としょかんはじめてツアー ﾜﾝﾊﾟｸ 
ｼｰﾙ 

#特集 ＃図書館スタッフのわたしの紹介したい本‘18 ② 

■３月１７日(日) １４時～１６時／中央公民館 

昔ながらのわらべ歌や手あそびを楽しみながら学び

ます。講師は都内でわらべ歌の普及活動をしている國

井明美さん。おはなし会などに興味のある方対象。定

員２０人（申込順）。申込み受付は３月２日９時から図

書館本館へ電話かカウンターでお申し込みください。 

３月１７日(日) わらべうた講座 
申込み 
必要 

 

申込み 
必要 

 

象。定員１０人（申

込順）。申込み受付

は３月２日９時から

図書館本館へ電話

かカウンターでお申

し込みください。 


