
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

特集 データベースサービス 

 

・定員は各回 10名程度まで。（小学生未満は保護者同伴） 

・参加ご希望の方は来場前の検温・体温チェックをお願いします。発熱や風邪症状のある方はご参加をお控えください。  

・おはなし会の会場が変更になる場合や感染症対策・悪天候等の理由により中止となる場合がございます。最新の情報 

 につきましては、図書館ホームページでご確認ください。 

名称 開催日時 場所 対象年齢 申し込み 

図書館おはなし会 ８月４日（木） １０時３０分～１１時 中央公民館 

２階 小会議室 

未就園児と保護者 

当日各会場にて

開始 15 分前よ

り受付（先着順） 

図書館子どもおはなし会 ８月２０日（土） 11時～11時30分 年少児～小学校低学年 

おはなしコロボックル ８月６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  ８月２１日（日） 11時～11時30分 幼児～小学生 

おはなしくれよん ８月１５日（月） 10時30分～11時 南部ふれあい会館 未就園児と保護者 

 

・８月のおはなしの森、北の台おはなし会はお休みです。 

 

綾瀬市立図書館 

２０２２／８  Ｎｏ．３５３ 

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 

８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）１２日 
（第３木曜）１８日 
（第４土曜）２７日 

 

８月の日程 

 

ピッキー 

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



  

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 １ 爆弾／呉勝浩 

２ 子宝船／宮部みゆき 

 住宅営業マンぺこぺこ日記／屋敷康蔵 

４ スタッフロール／深緑野分 

５ 夢をかなえるゾウ０／水野敬也 

６ あきらめません！／垣谷美雨 

 朽ちゆく庭／伊岡瞬 

 人生が変わる紙片づけ！／石阪京子 

 八丁越／佐伯泰英 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【２軍通信】図書館ご来館の際は、引き続きマスクの着用、手指の消毒をお願いします 

日時：７月６日(水) ～ ９月４日(日)   

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。 

図書館本館のカウンターの前に置かれているパソコ

ンで閲覧できるオンラインデータベースに神奈川新聞

社のＷＥＢマイクロフィルムが加わりました。利用には、

図書館の利用者カードが必要です。利用者カードをお

持ちでない方は、利用者登録をお願いします。 

 

#特集 #データベースサービス 

 

夏季特設コーナーを設置しています 今年もやりますＣＤランキング 

【利用できるオンラインデータベース】 

■神奈川新聞ＷＥＢマイクロフィルム 
神奈川新聞社が提供するデータベース。 

１８９０年（明治３３年）に創刊された「横浜貿易新

聞」から現在（当日の３０日前まで）の神奈川新聞の

記事をマイクロフィルムで閲覧できます。 

■ヨミダス歴史館 
読売新聞社が提供するデータベース。 

１８７４年（明治７年）の創刊号から最新号（前日付）

までの読売新聞記事を検索・閲覧できます。 

■国会図書館デジタルコレクション 
国立国会図書館で収集・保存しているデジタル資

料を検索・閲覧できるサービス。総数３５０万点の資

料の内、インターネットで公開されていない入手困

難な資料、約１４９万点も閲覧できます。 

。 

※「日経テレコン２１」と「ルーラル電子図書館」のデータベース

サービスは３月末をもって終了しました。 

 

日時：８月２５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：８月１７日（水）８時３０分～ 

    ①☏79－6925    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、後半は講座です。 

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。 

 

※本講座は、開催場所により申し込み先が 

異なりますので、ご注意ください。 

おはなし会と読み聞かせ講座 

期間： ８月３日(水)～９月９日（金)   

「ＣＤランキング」は、ＣＤやＤＶＤなどの視聴覚資料の購

入に、ヤングアダルト世代のみなさんの意見を取り入れた

ものを買いましょう、という企画です。ランキング上位に選

ばれたものは、今年度のＣＤ予算で購入予定！ 

ぜひ、投票してください。 

図書館本館と各図書室で投票用紙を配布しているほ

か、Ｗｅｂからも投票できます。 

【エントリー作品】 
＊なにわ男子 「１ｓｔ Ｌｏｖｅ」 
＊Ｎｏｖｅｌｂｒｉｇｈｔ 「Ａｓｓｏｒｔ」 
＊ちゃんみな 「ハレンチ」 
＊コナン・グレイ 「スーパーエイク」 

＊Ｐ丸様。 「Ｓｕｎｎｙ！！」 
 

「かぞくのじかん」  2022年夏号をもって休刊 

 ※利用者登録できる方：綾瀬市内に在住・通勤・通学している方／厚木

市、伊勢原市、海老名市、相模原市、座間市、秦野市、藤沢市、大和

市、愛川町、清川村に在住の方。氏名と現住所が確認できるもの（住民

票、運転免許証、健康保険証など）が必要です。 

★利用時の注意 

・利用は１回１時間以内。利用できるのは閲覧のみです。

検索結果の印刷はできません。 

・閲覧画面の写真撮影、持ち込んだ外部記憶装置（ＵＳ

Ｂメモリ等）に保存するなどの行為は禁止です。 

注意事項を守っていただけない場合は利用できません。 

 


