
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

特集 図書館スタッフのわたしの紹介したい本‘22 ① 

 

・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。 

綾瀬市立図書館 

２０２２／１１  Ｎｏ．３５６ 

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 

１１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）１１日 
（第３木曜）１７日 
（第４土曜）２６日 

 

１１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

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

名称 開催日時 場所 対象年齢 申し込み 

図書館おはなし会 １１月３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） 

おはなしの森 11月１２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 11月 19日（土） 11時～11時30分 図書館本館 年少児～小学校低学年 

北の台おはなし会 11月２6日（土） 11時～11時30分 北の台地区センター 幼児～小学生 

おはなしコロボックル １１月５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  11月２０日（日） 11時～11時30分 幼児～小学生 

おはなしくれよん 11月 21日（月） １０時３０分～１１時 南部ふれあい会館 未就園児と保護者 

 

おすすめ 



  

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 

１ ハヤブサ消防団／池井戸潤 

２ 噓つきジェンガ／辻村深月 

３ 新！店長がバカすぎて／早見和真 

４ 犬を盗む／佐藤青南 

５ 競争の番人２／新川帆立 

６ マル暴ディーヴァ／今野敏 

７ いつもの木曜日／青山美智子 

 ＃真相をお話しします／結城真一郎 

９ 越境刑事／中山七里 

 此の世の果ての殺人／荒木あかね 

 名乗らじ／佐伯泰英 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【２軍通信】１１月１３日、２７日の９時から１３時まで図書館行事のため学習室の利用ができません。お気を付けください。 

テーマ：「杯」 

期間：１１月２日（水）～１２月５日（月） 

 １１月に行われる２０２２サッカーワールドカップに関連し

てスポーツや各国料理・飲み物などの本を紹介します。 

  

「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）。 

今号と次号で 35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。 

おはなし会と読み聞かせ講座 

日時：１１月２４日(木)  

場所：①大上サロン室／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：①６組    ②１２組 

申込：１１月１６日（水）８時３０分～ 

    ①☏77－3739    ②☏77－1121 

内容：前半はおはなし会、後半は講座です。 

※本講座は、開催場所により申し込み先が異なります。 

１１月１０日（木）から図書館の利用に関する満足

度調査を実施します。本館・分室来館時に用紙を

配布いたしますのでご協力をお願いします。予定

枚数を配布したら終了です。 

回収期限は１２月１０日（土）までです。 

 

筆を折ったのちしばらくは「忘れられた作家」で

したが、近年再評価が進みファンを増やしていま

す。「第七官界彷徨」「こおろぎ嬢」「アップルパイ

の午後」など強くおすすめ！→『尾崎翠』尾崎翠

／著、筑摩書房、2007年 

一人の女性、また母としてのまなざしにあふれ

た美しい詩の数々をぜひどうぞ→『日本語を味

わう名詩入門１７』新川和江／著、萩原昌好／

編、網中いづる／画、あすなろ書房、2013年 

タイムスリップした女性が作る百年前の料理。

どんな味なのか食べてみたくなる。“おいしい”家

族の話→『百年厨房』村崎なぎこ／著、小学

館、2022年 

何が本当に正しくて、何が本当は間違っている

のか。目の前に見えることだけではなく、信頼で

きる人から聞くことで見えてくるものがある。知識

の解説本→『医者が教える正しい病院のかかり 

 

 

方』山本健人／著、幻冬舎、2019年 

最高に笑える古事記の入門マンガ！神様の

難しい名前も、これ１冊で楽しく学べます→『五

月女ケイ子のレッツ！！古事記』五月女ケイ子

／作、講談社、2008年 

隠された“人の本性”を見たい…。そんなやっ

かいな性質を持つ主人公が遭遇した５つの事件

をまとめた短編集→『五つの季節に探偵は』 

逸木裕／著、ＫＡＤＯＫＡＷＡ、2022年 

ホエールウォッチングなどで見ることのできるシ

ャチをどれだけ知っていますか？神秘的なシャ

チの世界をぜひ！→『絶景・秘境に息づく世界

で一番美しいシャチ図鑑』水口博也／編著、誠

文堂新光社、2019年 

電車図鑑の域を超え、地図との連動で、それ

が日本のどこを走っているかが一目でわかりま

す。電車のしくみや時刻表の見方等、豊富な情 

報が満載→『地図でよくわかる鉄道大百科』JTB

パブリッシング、2020年  

そろそろ旅行にと思っている方、まだ先と思っ

ている方も。旅の目的に、城や宮殿はいかが？

ウィンザー城も掲載！→『366日世界の城と宮

殿』小林克己／監修、三才ブックス、2021年 

噂話…都合の良い嘘。考えない、行動しない

罪。シンプルでストレートな物語→『二番目の悪

者』林木林／作、庄野ナホコ／絵、小さい書房

2014年 

なぜ自分だけ、なぜうちの家族だけ？と思い

悩んだ時、手に取りました。自分に響く言葉がど

こかにあるのでは…『置かれた場所で咲きなさ

い』 渡辺和子／著、幻冬舎、2012年

キャンプ好きは小学生から！？愉しくも切ない

少年時代を振り返る文才豊かな自叙伝→『沈黙

の轍』ヒロシ／著、大和書房、2020年 

さまざまな分野のちょっとした疑問の答えなど

の雑学がいっぱい書かれています→『イラストで

わかる科学の教養３６５』千葉和義／監修、SB

クリエイティブ、2021年 

小さいころ不思議に思っていたことや子どもに

聞かれて答えられなかった「なんで？」を教えて

くれる→『なぜ、穴を見つけるとのぞきたくなる

の?』石川幹人／著、朝日新聞出版、2021年 

ちいさないえで仲良く楽しくくらしている２人です

が…こまったことが一つだけ！やりたいことが見

つかると、すぐはじめないと気がすまないのです

→『えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのい

そがしい毎日』松岡享子／原案・文，降矢なな

／文・絵、福音館書店、2022年 

ちん・とん・しゃんと何かがおきそうで胸がワクワ

ク。大人は戸惑いますが子どもは空想の世界で

遊び踊るでしょう→『うちがいっけんあったとさ』 

ルース・クラウス／文、モーリス・センダック／絵

わたなべしげお／訳、岩波書店、1978年 

日常の小さな幸せに気づけたら…一日の終り

に言ってみたい言葉です→『そりゃあもういいひ

だったよ』荒井良二／絵、小学館、2016年 

驚愕のラスト１ページ あなたは絶対に騙され

る！→ 『ねこはるすばん』町田尚子／作、 ほ

るぷ出版、2020年 

図書館 
利用者アンケートを実施します 

 
  # 特集     

  

#図書館スタッフのわたしの紹介したい本‘22 ① 

日時：１１月１３日(日)、２７日（日） １０時～１２時  

※２回とも参加出来る方  

場所：図書館本館 ２階学習室 

対象：絵本の読み聞かせやおはなし会 

ボランティア活動に興味のある方  

定員：１０人（申込順） 

申込：受付中 

講師：大久保昭子氏（あやせ語りの仲間「あさみどりの会」） 


