
   

  

  

名 称 会 場 対 象 時 間 1１月 

図書館おはなし会 
中央公民館  

２階 小会議室 

未就園児 10:30～11:00 07 日（木） 

おはなしの森 年長児～小学校低学年 11:00～11:30 9 日（土）★ 

図書館子どもおはなし会 幼児～小学校低学年 11:00～11:30 16 日（土） 

おはなしたまてばこ 北の台地区センター 
２階 休養室 

未就園児 10:30～11:00 4 日（月） 

北の台おはなし会 幼児～小学生 11:00～11:30 23 日（土） 

おはなしコロボックル 寺尾いずみ会館 
１階 会議室 

未就園児 10:30～11:00  2 日（土） 

いずみおはなし会 幼児～小学生 15:30～16:00 21 日（木） 

南部ふれあいどんぐりおはなし会 南部ふれあい会館 
１階 会議室 

幼児～小学生 15:30～16:30 1 日（金） 

おはなしくれよん 未就園児 10:30～11:00 18 日（月） 
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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。 

２０１９／１１  Ｎｏ．３２６ 

図書館だより 

図書館だより 

図書館だより 

★折りたたむと 

コンパクトになります！ 

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） 

北の台図書室 

南部ふれあい図書室 

いずみ図書室 

図書館 本館 

開館時間 9:00～12:00、13:00～17:00 

開館時間 9:00～19:00（土日祝日は 17:00） 

■…休館日 

図書館 
カレンダー 

11月 

あやせ 
ゼロの日 
運 動 

［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 

本館の書庫には 

こんな本が！ 

思わぬ発見があるかも!? 

１０月２７日～１１月９日は読書週間♪ 

←山折り 

① 
② 

③ 

＊悪天候等の理由で中止となる場合があります。 

＊おはなし会に関するお問合せは図書館本館（77-8191）まで 

お願いいたします。 

小さなお子さま連れの方

に気兼ねなく図書館をご

利用いただくための時間

です。 

火曜日（休館日を除く） 

10：00～12：00 

図書館本館１階 

（第２金曜）  8 日  
（第３木曜）21 日 
（第４土曜）23 日 

１月 ２月 
１１月の日程 

★【会場変更のおしらせ】１１月９日のおはなしの森は図書館本館絵本コーナーで行います。 

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 特集 図書館スタッフの 
わたしの紹介したい本‘19 ① 



  

   

 

（９/１６～１０/１５の期間に予約が多かった一般書） 

１ 落日／湊かなえ 

２ 罪の轍／奥田英朗 

３ 蜜蜂と遠雷／恩田陸 

４ 希望の糸／東野圭吾 

 
クックパッド☆栄養士のれしぴ☆

BEST100／上地智子 

 ケーキの切れない非行少年たち／宮口幸治 

 罪と祈り／貫井徳郎 

 わたしを支えるもの／益田ミリ 

９ I の悲劇／ 米澤穂信 

 新しい腸の教科書／江田証 

 

 

【２軍通信】本館で開催中の「図書館スタッフのわたしの紹介したい本」の展示は、１２月２日（月）までです。 

あやせブッククラブ・秋のとしょかんフェスタ 

時 １１月３０日(土) ９時～１６時 

場所 図書館本館 対象 おはなし会は幼児～小学校低

学年。ワークショップは小学生以上 

おはなし会やワークショップ、タブレット端末を使った

電子図書館体験会などを行います。ほかに、リサイクル

ブックフェア、コミュニケーションロボットと遊ぶコーナー

など。会場となるため、学習室は２９日（金）１７時以降

と当日は使用できません。 

#特集 ＃図書館スタッフのわたしの紹介したい本‘19 ①
こと 

まるで映画を見ているような感覚。想いの詰ま

った言葉。ラスト一行に感動します→『ルリユー

ルおじさん』いせひでこ／作、理論社、2006年 

「毎日の料理はシンプルでいい」。素材を生

かした料理の基本が満載です→『レシピを見ない

で作れるようになりましょう。』有元葉子／著、SB

クリエイティブ、2017年 

池の水を全部抜く番組で大活躍の加藤先生

が「本当に伝えたいこと」を語っています。外来

生物とは何か、何が問題なのか伝えてくれます

→『ため池の外来生物がわかる本』加藤英明／

文、越井隆／イラストレーション、徳間書店、

2018年 

３年にわたり、ギリシアの島々、イタリアに滞在

した記録。慣れない土地でのハプニングは楽し

く、その土地の空気が感じられる一冊です→『遠

い太鼓』村上春樹／著、講談社、1990年 

猫好きな方へ。泣きたくなければ、お手に取ら

ないでください→『猫がいなけりゃ息もできない』

村山由佳／著、ホーム社、2018年 

うちゅうじんはいると信じ、とあるほしに探しにき

たけれどみつけられないぼくに、思わずツッコミた

くなります→『うちゅうじんはいない！？』ジョン・

エイジー／作・絵、久保陽子／訳、フレーベル

館、2019年 

戦国時代に興味のある方へ。当時のファッシ

ョンがイラストでわかりやすくのっています→『戦

国ファッション図鑑』植田裕子／企画・編集・

文、山田順子／監修、立東舎、2016年 

昭和３３年、日本の戦後賠償を背景に、ある

商社マンの演出が、国家元首夫人へと導く。著

者のバイタリティは驚嘆の一言→『デビ・スカルノ

回想記』ラトナ サリ デビ・スカルノ／著、草思

社、2010年 

不思議な木の力を使い父の悲劇の真相を探

る少女…ミステリー、ファンタジー、人間ドラマ、

さまざまな角度から楽しめます→『噓の木』フラ

ンシス・ハーディング／著、児玉敦子／訳、東

京創元社、2017年 

おれはエサもとれない、おちぶれたトラだ。あ

の御殿の広間にならんだごちそうを食べたい→

『トラのじゅうたんになりたかったトラ』ジェラルド・ロ

ーズ／文・絵、ふしみみさを／訳、岩波書店、

2011年 

風変わりな美少女高校生と、やはり美しい顔

をした幼なじみで親友の少年。傷つき、もて余し

ているけれど満ち足りてる。大人になる前の一瞬

の物語です。美少女いいですよね…→『少女七

竈と七人の可愛そうな大人』桜庭一樹／著、角

川書店、2006年 

会話にかくれた謎を読み解くミステリ短編集

です。エピローグまで楽しんでもらいたい一冊 

→『早朝始発の殺風景』青崎有吾／著、集英

社、2019年 

第１７回『このミステリーがすごい！』大賞作

です。とにかくおもしろいです。横浜市出身の倉

井さん。これからも注目です→『怪物の木こり』

倉井眉介／著、宝島社、2019年 

自分自身と真剣に向き合い、水墨画を描く登

場人物たちに心打たれました。美しい水墨画が

目の前で描きあがっていくのが見えるようです…

→『線は、僕を描く』砥上裕將／著、講談社、

2019年 

難しい話をやさしい言葉で解説してくれていま

す。美しい絵とともにお楽しみください→『ダーウ

ィンの「種の起源」』サビーナ・ラデヴァ／作・

絵、福岡伸一／訳、岩波書店、2019年 

 

16「時代小説のイメージとはちょっとちがう、地

方貧乏侍の日常。大らかでのんびりしていて、

楽しそうですよ」→『幕末下級武士の絵日記』

大岡敏昭／著、水曜社、2019年 

市児童・生徒読書感想画展 

時 １１月１４日(木)～１１月１８日(月) ９時～１７時 

場所 市役所 7階市民展示ホール前 

市内小・中学校の児童・生徒が、夏休みの間に読ん

だ本の感想をもとに描いた絵のうち、入賞作品を展示し

ます。 

図書館利用者アンケート調査 

１１月３０日（土）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。予定枚数を配付し

たら終了です。回収期限は１２月２５日（水）までです。 

おはなし会と読み聞かせ講座 

時 １１月２１日(木) 対象 未就学児と保護者 

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。時間と場所は以下のとおりです。 

１０時～１０時３０分／綾南サロン室 

１１時２０分～１１時５０分／大上サロン室 

１５時２０分～１５時５０分／子育て支援センター 

 

☞「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４回目）。 

今号と次号で 31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。 


