
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

特集 電子図書館にキッズ＆ティーンズ 

ページができました 

 

・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 ５月５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 

4月 16日（土） 

９時～ 

おはなしの森 ５月１４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 ５月２１日（土） 年小児～小学校低学年 

北の台おはなし会 ５月 2８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 ５月７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 ※ ５月 1５日（日） 11時～11時 30分 幼児～小学生 

おはなしくれよん ５月 1６日（月） 10時30分～11時 南部ふれあい会館 未就園児と保護者 

 

綾瀬市立図書館 

２０２２／４  Ｎｏ．３４９ 

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 

４月 

本館の書庫にはこんな本が！ 

思わぬ発見があるかも!? 【重要】おはなし会での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）  ８日  
（第３木曜）２１日 
（第４土曜）２３日 

 

４月の日程 

 

※いずみおはなし会の開催日時は、第 3木曜日 15：30～⇒第 3日曜日 11：00～に変更になりました。 

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

ピッキー 



  

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

１ あきない世傳金と銀１２／高田郁 

 母の待つ里／浅田次郎 

３ 光る海／佐伯泰英 

４ 赤と青とエスキース／青山美智子 

 
ジェイソン流お金の増やし方／ 

厚切りジェイソン 

６ 奇跡／林真理子 

 
精神科医Tomyが教える心の荷物の手放
し方／精神科医 Tomy 

 
寝る前に５分読むだけで「不安」が 
スーッと消え去る本／弥永英晃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【２軍通信】おはなし会と読み聞かせ講座は、開催場所によって定員、申し込み先が異なります。ご注意ください。 

#特集 #電子図書館にキッズ＆ティーンズページができました 

 

春のおはなし会と手づくり講座 

日時：4月 29日（金・祝）10時～11時 

場所：図書館本館 2階 学習室 

定員：5組（申込順） 

対象：小学生とその保護者  

内容：絵本の読み聞かせと、かんたんにできるフェルト

を使ったマスコットを作ります。 

協力：ちくちくの会 

申込：3月26日(土)9時～本館カウンターまたは電話 

 

日時：4月 22日（金）～5月 12日（水） 

場所：図書館本館１階 絵本コーナー 

 ボランティアグループ「ちくちくの会」の協力で、こども読書

週間にあわせて、手作りの布えほんなどを展示します。 

 

日時：4月 28日(木)  

場所：①綾南サロン室／10時 50分～11時 20分 

    ②子育て支援センター／14時 50分～15時 20分 

対象：未就学児と保護者    

定員：①7組    ②12組 

申込：4月 20日（水）8時 30分～ 

    ①☏76－6925    ②☏77－1121 

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」さんです。 

「ｗｉｔｈ」  ５月号をもって休刊 

「演劇界」 ４月号をもって休刊 

おはなし会と読み聞かせ講座 

利用者アンケート調査結果報告 

布えほん展 

11月 5日～12月 10日まで行った利用者アンケ

ートの調査結果がまとまりました。アンケート結果は、

図書館ホームページ及び図書館内で閲覧できます。 

ご協力いただきました皆さまありがとうございました。 

 

 2018 年に開始した電子図書館サービスに新しくキッ

ズ＆ティーンズページができました。電子図書館は、手

持ちのパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどで 24

時間いつでも好きなときに電子書籍を借り 

ることができます。貸出や返却のために図 

書館に来館する必要もありません。 

今回、新しくできたキッズ＆ティーンズ 

ページでは、小学生（キッズ）から中高生 

（ティーンズ）のみなさんが、読んでみたい 

と思う書籍が探しやすくなるように、ページ

が作られています。定期的に更新される特

集ページでは、季節や話題のテーマごとに

おすすめの書籍を紹介しています。 

もちろん一般向けのページでも特集を 

組んで紹介しています。 

 電子図書館を利用するには、ID とパスワードが必要で

す。図書館の利用者カードを持っている

方は、 本館カウンターや電話、メール、

電子申請システムから申し込めます。図

書館の利用者カードを準備の上、申し込

みください。利用者カードを持っていない

方は、氏名・住所の確認ができる証明書 

を図書館へ持参してください。利用者カードを発行後、

電子図書館の手続きをします。貸出は１人３点まで、期

間は２週間です。貸出中の資料の予約は３点までできま

す。 （※電子図書館との通信費は、利用される方の負担になります） 

 

読み聞かせ動画を公開しています 

 図書館ホームページで公開している動画「ミニミニ

おはなし会と読み聞かせ講座」の第 3弾が完成しまし

た。今回も絵本の読み聞かせやわらべうた、手遊びな

どが楽しめます。おうちで読み聞かせを 

楽しみましょう。 

※動画は期間限定公開です。 


