
    

  

  

名 称 会 場 対 象 時 間 ８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 01 日（木） 

おはなしの森 年長児～小学校低学年 11:00～11:30 お休み 

図書館子どもおはなし会 幼児～小学校低学年 11:00～11:30 17 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 5 日（月） 

北の台おはなし会 幼児～小学生 11:00～11:30 お休み 

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 3 日（土） 

いずみおはなし会 幼児～小学生 15:30～16:00 15 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 2 日（金） 

おはなしくれよん 未就園児 10:30～11:00 19 日（月） 

綾瀬市立図書館 
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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。 

特集 映画の原作本 

２０１９／０８  Ｎｏ．３２３ 

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。 

（事前申込みは不要です） 

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 

８月 

あやせ 
ゼロの日 
運 動 

［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!? 

宿題はかどってる？ 

←山折り 

① 
② 

③ 

＊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。 

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 

（第２金曜） ９日  
（第３木曜）15日 
（第４土曜）24日 

 

１月 ２月 
８月の日程 

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



  

   

（６/１６～７/１５の期間に予約が多かった一般書） 

１ ノーサイド・ゲーム／池井戸潤 

２ マジカルグランマ／柚木麻子 

３ 美しき愚かものたちのタブロー／原田マハ 

４ 平場の月／朝倉かすみ 

５ 炎天夢／今野敏 

６ トリニティ／窪美澄 

 落花／澤田瞳子 

８ 春淡し／佐伯泰英 

９ むらさきのスカートの女／今村夏子 

10 渦／大島真寿美 

 百花／川村元気 

 夢見る帝国図書館／中島京子 

 

↓ 

#特集 ＃映画の原作本 

【２軍通信】３月に開催した「Kibiro衣装デザインコンテスト」にて、最優秀賞に選ばれたデザインの衣装が完成しました！７月からその衣装をまとってカウンターに出ています（不定期に出没）。 

おはなし会と読み聞かせ講座 

時 ８月２９日(木) 対象 未就学児と保護者 

楽しい絵本の選び方や読み方のコツの学習と実演。

前半はおはなし会、後半は講座で、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で語り手

の「こがようこ」さん。時間と場所は以下のとおりです。 

１０時～１０時３０分／大上サロン室 

１１時２０分～１１時５０分／綾南サロン室 

１５時２０分～１５時５０分／子育て支援センター 

 

図書館の達人講座・としょかんたんけん 

時 ８月２１日(水) ①１０時～１１時３０分 ②１４時～１５時３０分 

場所 図書館本館 対象 ①市内在住・在学の小学生で 

①は１～２年生、②は３～６年生 定員 各１０人(申込順) 

図書館本館の館内見学や仕事体験、簡単な工作な 

どをします。８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。 ２０１９年７月から 

８月に上映の映画の 

原作本・関連本です。 

いちごの唄

いちごの唄 岡田惠和，峯田和伸 朝日新聞出版 ｵｶ

ゴールデン・リバー

シスターズ・ブラザーズ パトリック・デウィット 東京創元社 F3ﾃﾞｳ

Diner ダイナー

ダイナー 平山夢明 ポプラ社 ﾋﾗ

東京喰種　トーキョーグール【S】

東京喰種(グール)<日々> 石田スイ／原作 集英社 Yﾄﾜ

7/5

(金)

古舘佑太郎、石橋静河 ほか

窪田正孝、山本舞香 ほか

藤原竜也、玉城ティナ ほか

ジョン・C・ライリー、ホアキン・フェニックスほか

7/19
(金)

風をつかまえた少年

風をつかまえた少年 ウィリアム・カムクワンバ 文藝春秋 936

火口のふたり

火口のふたり 白石一文 河出書房新社 ｼﾗ

トールキン　旅のはじまり

ホビットの冒険（上・下）　新版 Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキン 岩波書店 Fﾄﾙ

8/23

(金)

マックスウェル・シンバ、アイサ・マイガ ほか

ニコラス・ホルト、リリー・コリンズ ほか

柄本佑、瀧内公美 ほか

8/30

(金)

8/2

(金)

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Ｆは外国小説、Ｙはヤングアダルトを表します

夏のおはなし会 

時 ８月１０日(土) １１時～１１時４５分  

場所 中央公民館 対象 幼児～小学校低学年 

季節にあわせた絵本の読み聞かせや手あそびを楽し 

みます。 

夏季特設コーナーを設置しています 

時 ７月３日(水) ～ ９月２日(月) 場所 図書館本館 

今年度の課題図書・すいせん図書など、夏休みの宿 

題に役立つ本を集めたコーナーを設置しています。 

 課題図書は利用が集中するので、コーナー設置期間

中の貸し出し冊数は、１人２冊までとなります。 

本館でひっそり展開中の 

「映画原作本コーナー」。 

ここからおすすめの１冊を 

図書館だよりでも 

ひっそりご紹介。 
 

■「ぼくの名前はズッキーニ」（2018年２月公開） 

［監督］ クロード・バラス 

［出演（日本語吹替キャスト）］ 峯田和伸、麻生久美子 ほか 

不幸な事故で母を亡くしたイカール。心やさしい警官に保護

された後は養護施設へ。それぞれの事情を抱えた個性豊か

な子どもたちとの友情、初恋…。９歳の少年の物語。映画はス

トップモーションアニメです。 

［原作］『奇跡の子』（請求記号：F5 ﾊﾟﾘ） 

ジル・パリス 著、安田昌弘 訳／ポプラ社／2004 

『ぼくの名前はズッキーニ』（請求記号：YF ﾊﾟﾘ） 

ジル・パリス 著、安田昌弘 訳／DU BOOKS／2018 
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