
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・参加人数に制限があります。 

・参加には事前に申込が必要です（受付開始日以降、電話（0467-77-8191）または本館カウンターにて受付）。 

・37.5度以上の熱があるなど、体調が優れない場合は参加をお断りする場合がございます。 

・状況により、開催を中止する場合があります。最新の状況につきましては、館内ポスター、図書館ＨＰでご確認ください。 

名称 開催日時 場所 対象年齢 受付開始日 

図書館おはなし会 1 月 6 日（木） 10時 30分～11時 
中央公民館 

３階 視聴覚室 

未就園児と保護者 

12月 16日（木） 

９時～ 

おはなしの森 1 月 8 日（土） 

11時～11時 30分 

年長児～小学生 

図書館子どもおはなし会 1 月 15 日（土） 年長児～小学校低学年 

北の台おはなし会 1月 22日（土） 北の台地区センター 幼児～小学生 

おはなしコロボックル 1 月 8 日（土） 10時30分～11時 
寺尾いずみ会館 

未就園児と保護者 

いずみおはなし会 1月 20日（木） 15時 30分～16時 幼児～小学生 

おはなしくれよん 1月 17日（月） 10時30分～11時 南部ふれあい会館 未就園児と保護者 
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２０２１／１２  Ｎｏ．３４６ 

３月の日程 

図書館だより 

（第２金曜）12日  
（第３木曜）18日 
（第４土曜）27日 

図書館だより 

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） 

図書館だより 

★折りたたむと 

コンパクトになります！ 

←山折り 

① 
② 

［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 

③ 

↓ 

→ 

↓ 

← 

北の台図書室 

南部ふれあい図書室 

寺尾いずみ図書室 

開館時間 9:00～12:00、13:00～17:00 

■…休館日 

開館時間 9:00～19:00（土日祝日は 17:00） 

図書館 本館 

図書館 
カレンダー 

12月 

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

本館の書庫にはこんな本が！ 

思わぬ発見があるかも!? 【重要】おはなし会の一部再開と感染症対策について 
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・事前申込みは不要ですが、参加人数に制限が 
あります。 

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 

（第２金曜）１０日  
（第３木曜）１６日 
（第４土曜）２５日 

 

１２月の日程 

 

ピッキー 

紹介したい本 

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 ペッパーズ・ゴースト／伊坂幸太郎 

２ ミカエルの鼓動／柚月裕子 

３ 民王／池井戸潤 

 倒産続きの彼女／新川帆立 

５ 星を掬う／町田そのこ 

６ 陰の人／佐伯泰英 

 
結局、自律神経がすべて解決してくれ
る／小林弘幸 

 透明な螺旋／東野圭吾 

９ 嫌われた監督／鈴木忠平 

10 夜が明ける／西加奈子 
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開館 40周年記念企画図書館員おすすめの本 

日時：2022年１月４日（火） 正午から 

場所：本館 

 テーマ別に３冊ずつ本をセットにし、中身が見えな

いようにした「本の福袋」の貸出しをします。福袋は

限定 20セット、全てが貸出されたら終了です。新年

の運だめしにぜひどうぞ。 

 

 「綾瀬市」「40」などをキーワードに紹介をしてきました

開館 40周年企画、図書館員おすすめの本もいよいよ

最終回となりました。今回のおすすめ本はこちら。 

『ツクツク図書館』 紺野キリフキ／著 

メディアファクトリー、2008年

『傑作はまだ』 瀬尾まいこ／著  

ソニー・ミュージックエンタテインメント、2019年  

『羊は安らかに草を食み』 宇佐美まこと／著 

祥伝社、2021年 

『食堂メッシタ』 山口恵以子／著  

角川春樹事務所、2018年  

『偽りの春』 降田天／著  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ、2019年  

『波風』 藤岡陽子／著 光文社、2014年 

『荷風俳句集』 永井荷風／著， 

加藤郁乎／編 岩波書店、2013年 

『鴻上尚史のますますほがらか人生相談』  

鴻上尚史／著 朝日新聞出版、2021年  

 

『鉄印帳』とは、日本全国の第三セク

ター40 社が発行する乗車記念印のこと

です。各路線と周辺情報がコンパクトにま

とめられており、鉄道ファン以外でも楽し

めます。鉄印を眺めながら旅行気分を

味わうのも良いかも。旅立ちの際は感染

症防止対策も忘れずに。 

 

【２軍通信】本年も図書館だよりをご愛読いただきましてありがとうございました。新年は、本館は１月４日正午から、各図書室は 1月 5日からの開館となります。 

テーマ：「重」 

期間：12月８日（水）～12月 28日（火） 

 今回のテーマは「重」。歳を重ねる、衣服を

重ねる、お重を使ったおせち料理など、さまざま

な「重」を紹介します。 

 

開館 40 周年企画「図書館員おすすめの本⑧」 

 

『呪術』 初瀬礼／著 新潮社、2018年

『ぼけますから、よろしくお願いします。』  

信友直子／著 新潮社、2019年 

『今日』 伊藤比呂美／訳，下田昌克／画 

福音館書店、2013年 

『パソコンで描く『絵』の描き方』  

堀内辰男／著 マガジンランド、2019年

『プロ司書の検索術』 入矢玲子／著  

日外アソシエーツ、2020年  

『てくてく地獄さんぽガイド』 田村正彦／編著 

グラフィック社、2020年 

『鬼才』 森功／著 幻冬舎、2021年 

『清六の戦争』 伊藤絵理子／著  

毎日新聞出版、2021年 

『物語のある風景』 MｄN編集部／編 

エムディエヌコーポレーション、2016年 

 

『ジソウのお仕事』 青山さくら／著， 

川松亮／著 フェミックス、2021年

『子供に言えない動物のヤバい話』  

パンク町田／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ、2017年 

『ボケ日和』 長谷川嘉哉／著，   

矢部太郎／イラスト かんき出版、2021年 

『生野菜とパンの組み立て方』  

ナガタユイ／著 誠文堂新光社、2021年 

『あれもこれも作れる！パウンド型のいちばん

おいしいお菓子たち』 加藤里名／著  

主婦と生活社、2021年 

『らしく生きよと猫は言う』 ジェイミー・シェルマ

ン／絵，マイケルオマラ出版社／文， 

角田光代／訳 東京書店、2020年  

『定本和田誠時間旅行』 和田誠／著  

玄光社、2018年 

『世界のきらめくイルミネーション』  

グラフィック社編集部／編 グラフィック社、

2016年 

 

 

 

「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 6 回

目）。34名のスタッフがそれぞれ選んだ本を、紹介します。 

『川瀬敏郎一日一花』 川瀬敏郎／著  

新潮社、2012年 

『グリモアレファレンス』 佐伯庸介／著  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ、2020年  

『どこからが病気なの?』 市原真／著  

筑摩書房、2020年 

『はじめての西洋絵画』 川瀬佑介／著，  

にしうら染／マンガ 朝日新聞出版、2019年 

『鹿の王 1～4』 上橋菜穂子／作，  

HACCAN／絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ、2018年 

『イイズナくんは今日も、』 櫻いいよ／著，  

酒井以／イラスト PHP研究所、2020年 

『ライオンと魔女』 Ｃ．Ｓ．ルイス／作， 

ルーイス，クライヴ・ステープルズ／作， 

瀬田貞二／訳 岩波書店、2005年 

『めんぼうズ』 かねこまき／作  

アリス館、2021年  

『がろあむし』 舘野鴻／作・絵   

偕成社、2020年 
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本の福袋 2022 


