
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・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 

２０２２／１２  Ｎｏ．３５７ 

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 

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）  ９日 
（第３木曜）１５日 
（第４土曜）２４日 

 

１２月の日程 

 

おすすめ 

特集 図書館スタッフのわたしの紹介したい本‘22 ② 

 

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

名称 開催日時 場所 対象年齢 申し込み 

図書館おはなし会 １２月１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 12月 10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 1２月 1７日（土） 11時～11時30分 年少児～小学校低学年 

北の台おはなし会 1２月２４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 １２月３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  1２月１８日（日） 11時～11時30分 幼児～小学生 

おはなしくれよん 1２月１９日（月） １０時３０分～１１時 南部ふれあい会館 未就園児と保護者 

 



  

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 １ 老害の人／内館牧子 

２ 老人ホテル／原田ひ香 

３ 変な絵／雨穴 

４ リバー／奥田英朗 

５ ハヤブサ消防団／池井戸潤 

６ メガバンク銀行員ぐだぐだ日記／目黒冬弥 

７ 方舟／夕木春央 

 無人島のふたり／山本文緒 

９ 傲慢と善良／辻村深月 

 仕掛島／東川篤哉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【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７日（水）～１２月２８日（水） 

 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「重」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）。 

前号に続き 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：１２月２２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：１２月１４日（水）８時３０分～ 

    ①☏79－6925    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。 

日時：２０２３年１月４日（水） 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。 

 

６０年代米ロックの殿堂「フィルモア」を創設。

ロックをビジネスとして確立した伝説のプロモータ

ーの生涯→『ビル・グレアムロックを創った男』 ビ

ル・グレアム，ロバート・グリーンフィールド／共

著，奥田祐士／訳、大栄出版、1994年 

秘密の場所への好奇心がかき立てられる。一

生かけてもいけない場所をのぞいてみませんか

→『絶対に行けない世界の非公開区域９９』ダニ

エル・スミス／著，小野智子／訳，片山美佳子

／訳、日経ナショナルジオグラフィック社、2014年

近年話題のＶＴｕｂｅｒの流行により、Ｌｉｖｅ２Ｄの

需要も増えています。あなたも自分の描いたイラ

ストを動かしてみませんか？→『１０日でマスター

Ｌｉｖｅ２Ｄモデルメイキング講座』fumi／著、技術

評論社、2019年 

６７歳、派遣添乗員さんの奮闘業務日記！旅

行業界のうら側カラクリなど、秋の行楽シーズン 

にぜひ！→『旅行業界グラグラ日誌』梅村達／

著、朝日新聞出版、2021年 

今も多くの人に愛されるミュシャの生涯と１８０

点に及ぶ作品の解説。甘美で神秘的な絵画の

世界観をご堪能下さい→『ミュシャのすべて』ミュ

シャ／画、堺アルフォンス・ミュシャ館／協力，Ｋ

ＡＤＯＫＡＷＡ／編、ＫＡＤＯＫＡＷＡ、2016年 

ページをめくって白鳥さんと一緒に美術鑑賞

の旅に出かけませんか。今まで見えなかったも

のが見えてくる？→『目の見えない白鳥さんとア

ートを見にいく』川内有緒／著、集英社インター

ナショナル、2021年 

昭和の名建築がまたひとつ、惜しまれつつもま

もなく姿を消そうとしています。１４４個のカプセル

に住んだ人々の最後の記録→『中銀カプセルタ

ワービル最後の記録』中銀カプセルタワービル保

存・再生プロジェクト／編、草思社、2022年 

 

東京タワー・スカイツリー。誰もが知っている建

物を１つの会社が設計している事を知っていま

すか？→『誰も知らない日建設計』宮沢洋／

著、日経ＢＰ日本経済新聞出版本部、2021年 

お家で過ごす時間が増えると、修繕したいな、

と気になってきてしまったところはありませんか？

いろんな意味で→『営繕かるかや怪異譚』小野

不由美／著、ＫＡＤＯＫＡＷＡ、2014年 

益田ミリさんのすーちゃんシリーズ最新作。ちょ

っとしたことで味わううれしかったり、せつなかった

り、ホッコリしたり。とても共感できました→『わたし

を支えるもの』益田ミリ／著、幻冬舎、2019年  

気が遠くなるほどの根気と手間で作られたちい

さな・ちいさな・ガラスの世界。その世界に魅了さ

れてしまいました→『珪藻美術館』奥修／文・写

真、福音館書店、2020年

ふしぎ駄菓子屋銭天堂シリーズの著者による

大人向けファンタジー。読みやすさは勿論、厳し

さの中に教訓もあり。子ども（高学年～）にもオス

スメ！→『青の王』廣嶋玲子／著、東京創元

社、2017年 

 

ムズムズ、ゾワゾワしながら読みました。寄生と

いうものが、身近にあることを改めて知り、興味深

かったです→『えげつない!寄生生物』成田聡子

／著、新潮社、2020年 

何かとままならない学校生活だからこそ、自由

帳の中は夢いっぱい。小学生と昔小学生だった

人たちのあふれるエネルギーを感じて見て！！

→『自由帳みせて!』すずきこうせい／文・イラス

ト 、福音館書店、2021年 

成長していく「ちびすけ」と「おじいちゃん」をつ

なぐあま～いパン。読み進めると一瞬“ドキッ”とし

てしまう場面も…→『おじいちゃんとパン』たな／

え・ぶん、パイインターナショナル、2017年 

敵も味方も同じ人間。こんなにもシンプルで心

に刺さる絵本を他に見たことがありません→『へ

いわとせんそう』たにかわしゅんたろう／ぶん、 

Noritake／え、ブロンズ新社、2019年 

ものの見方はひとつではない…ひとつのりんご

から繰り広げられる発想力豊かな絵本。子ども

から大人まで楽しめます→『りんごかもしれない』 

ヨシタケシンスケ／作、ブロンズ新社、2013年 

 

本の福袋２０２３ 

日時：１２月１１日(日) １０時３０分～１１時１５分 

場所：図書館本館 ２階学習室 

対象：小学生  定員：８人（申込順） 

申込：１２月２日（金）９時～ 

本館カウンターまたは電話 

内容：絵本の読み聞かせやゲーム、簡単な工作などを

英語で楽しみます。 

 


