
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

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！ 綾瀬市立図書館 

特集 図書館スタッフの 
わたしの紹介したい本‘20 ① 

 

←山折り 

２０２０／１１ Ｎｏ．３３４ 

ピッキー 

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。 

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 
１２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 

（２歳～３歳） 

１１月１６日（月）9時～ 

カウンターまたは電話 

※11月 21日（土）に予定していた「図書館子どもおはなし会」は中止となりました。 

① 
② 

③ 

【重要】おはなし会の一部再開と感染症対策について 

 

［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 

↓ 

→ 

↓ 

← 

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 

■…休館日 

図書館 
カレンダー 

11月 

開館時間 9:00～19:00（土日祝日は 17:00） 

 

日 月 火 水 木 金 土 
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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。 
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１１月の日程 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、８月まで中止していたおはなし会

は、９月より一部再開しました。感染症対策をとりながらの実施となりますので、ご

理解の程よろしくお願いいたします。 

（第２金曜）１３日  
（第３木曜）１９日 
（第４土曜）２８日 

・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。 

綾瀬市立図書館 図書館だより 第３３４号  

20２０年１１月発行 

         

発 行：綾瀬市立図書館 
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電 話：0467-77-8191 
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：寺尾 いずみ 図書室 0467-70-2351  

：南部ふれあい図書室 0467-70-1536 

 

 

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。 

【再開するにあたっての変更点】 

あやせ 
ゼロの日 
運 動 

本館の書庫にはこんな本が！ 

思わぬ発見があるかも!? 

おすすめ 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

１ 
半沢直樹 アルルカンと道化師／池井
戸潤 

２ 少年と犬／馳星周 

 もう、聞こえない／誉田哲也 

 
床にものを置かないで、一生散らから
ない家になる！／須藤昌子 

5 子育てベスト１００／加藤紀子 

6 あきない世傳金と銀９／高田郁 

 ヒロシのソロキャンプ／ヒロシ 

 類／朝井まかて 

９ 口福のレシピ／原田ひ香 

 帝都争乱／今野敏 

 流浪の月／凪良ゆう 

   

 

【２軍通信】１１月に入り、肌寒くなりました。図書館ご利用の際は、引き続きマスクの着用、手指の消毒のご協力をおねがいします。 

も出来ます。本とあわせて手もとから響く音も楽

しんでみて下さい→『子どものためのニッポン手

仕事図鑑』大牧圭吾／監修、オークラ出版、

2017年 

「自分とは違っている者を認め、尊重し、愛す

る…」読み終わった後、温かい気持ちに包まれ

ます→『カモメに飛ぶことを教えた猫』ルイス・セ

プルベダ／著，河野万里子／訳、白水社、

2019年 

マンガやゲーム、今年は大泉洋さん主演の映

画も公開予定と長く人気を誇る三国志の魅力が

イラストで解りやすく紹介されています→『超ビジ

ュアル!三国志人物大事典』渡辺精一／監修、

西東社、2017年 

どこか郷愁を誘う、世界の風景がつまった写

真集。また旅に出られる様になったらどこへ行こ

う？と思いを馳せつつ眺めたい一冊です→

『Saudade』木村ゆり／著、幻冬舎メディアコンサ

ルティング、2019年 

誰よりもラグビーを愛した平尾誠二と、iPS細胞

研究所所長の山中伸弥先生との熱い友情と最 

11月の一部イベントは中止です 

後の戦いが描かれています→『友情』山中伸弥

／著，平尾誠二／著，平尾惠子／著、講談

社、2017年 

新一万円札の裏面になる東京駅。表面の渋

沢栄一との「へぇ!!」な関係のおはなしも。赤レン

ガ東京駅の魅力たっぷりな一冊です→『東京駅

の扉』佐々木直樹／著、日本写真企画、2019

年 

不安でザワつく心に優しいことばが響きます。

また誰かの心の灯台となりますように→『求めな

い』加島祥造／著、小学館、2007年 

建設された当時、誰もが憧れた団地の今を映

す。昭和の団地写真でノスタルジーに浸りません

か→『団地ノ記憶』長谷聰／著，照井啓太／

著、洋泉社、2008年 

あの『ファーブル昆虫記』の翻訳者の主に幼

少期の話です。病を「虫好き」「本好き」で乗り切

ったマイペース感があっぱれです→『蝶の唆（お

し）え』奥本大三郎／著、小学館、2020年 

（９/16～１０/15 の期間に予約が多かった一般図書） 

１１月１３日（金）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１０日（木）までで

す。 

 

中止となった開催行事・イベント 

 行事・イベント名 開 催 日 場 所 

お
は
な
し
会 

おはなしの森 11月 14日（土） 中央公民館 

北の台おはなし会 11月28日（土） 北の台地区センター 

おはなしコロボックル 11月７日（土） 
寺尾いずみ会館 

いずみおはなし会 11月 19日（木） 

おはなしくれよん 11月 16日（月） 南部ふれあい会館 

講
座 

おはなし会と 

読み聞かせ講座 
11月 19日（木） 

・綾南サロン室 

・大上サロン室 

・子育て支援センター 

 あかちゃんの 

としょかん 

火曜日 

（休館日は除く） 
図書館本館 

 

図書館利用者アンケートを実施します 

青空リサイクルブックフェア 

日時：１１月２１日（土） １０時から１４時 

場所：文化会館楽屋入口（図書館裏） 

図書館で不要となった図書や雑誌を無料で提供し

ます。整理券の配布はありません。お持ち帰りに必要

な袋等は各自でご用意ください。※荒天中止。雨天

（小雨）の場合は、図書館入口にて開催します。 

 

自分の道は自分で切り拓く。コロナ禍で不安な

気持ちを抱える若い世代へ、自分がやりたいこと

を叶える方法は自分で創り出していくこと。アサリ

の研究がどう将来につながるのか…桝アナが語

ってくれます→『理系アナ桝太一の生物部な毎

日』桝太一／著、岩波書店、2014年 

ただ今という一瞬を丁寧に生きること。人生の

道しるべになる言葉に出会えた一冊→『比べ

ず、とらわれず、生きる』枡野俊明／著、ＰＨＰ研

究所、2018年 

初めて読んだマンガ（コマ割り）絵本。きれいな

地底の世界から結末まで…印象に残るお話で

す→『ロボットのくに SOS』たむらしげる／さく、福

音館書店、1996年 

数や左右や神といった概念を持たず、色を表

す語もない。ピダハン族が教えてくれるのは常に

「今」ということです→『ピダハン』ダニエル・Ｌ．エ

ベ 

 

ベレット／著，屋代通子／訳、みすず書房、

2012年 

世界には、人間がたくさん。けれど、「ぼくだけ

ってどんなこと？」そんな疑問に、主人公のよう

たくんが、少しずつ答えを見つけていきます→

『ぼくだけのこと』森絵都／作，スギヤマカナヨ／

絵、理論社、2003年 

軟禁生活における出会いと別れ、絶望と喜

び。本物の紳士がここにいる！→『モスクワの伯

爵』エイモア・トールズ／著，宇佐川晶子／訳、

早川書房、2019年 

どこか遠くへ行きたいなぁ…そんな時に。世界

中の風を感じてリフレッシュしましょう→『きょうま

どからふくかぜは』谷口國博／文，高砂淳二／

写真、世界文化ワンダークリエイト、2020年 

手仕事に出会うと、その貴重さや、あたたかみ

にワクワクします。ネット上で作業風景を観ること 

「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 5回目）。 

今号と次号で 33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。 

#特集 ＃図書館スタッフのわたしの紹介したい本‘20 ①
こと 


