
   

 

 

  

  

名 称 開催日時 時 間 会 場 対 象 

図書館おはなし会 ９月 2 日（木） 10:30～11:00 
中央公民館  

３階 視聴覚室 

未就園児 

図書館子どもおはなし会 ９月１８日（土） 11:00～11:30 年少児～小学校低学年 

北の台おはなし会 ９月２５日（土） 11:00～11:30 
北の台地区センター 

２階 休養室 幼児～小学生 

おはなしくれよん ９月２０日（月） 10:30～11:00 
南部ふれあい会館 

１階 会議室 2～3 歳児と保護者 

綾瀬市立図書館 

綾瀬市立図書館 図書館だより 第３４２号  

20２１年８月発行 

         

発 行：綾瀬市立図書館 

住 所：〒252-1107 

 綾瀬市深谷中一丁目３番１号（市民文化センター内） 

電 話：0467-77-8191 

ホームページ：https://www.ayaselib.jp/ 

Twitter：@ayaselib 

分 室：北 の 台 図書室 0467-70-2855  

：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。 

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 

８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!? 

←山折り 

① 
② 

③ 

・参加には事前申込みが必要です（受付開始日以降、電話（0467-77-8191）、本館 

カウンターにて受付）。下記のおはなし会の参加申込み受付は８月 16 日（月）９時 

からです。また、８月開催分についても受付中の会がありますのでお問い合わせください。 

・参加人数に制限があります。 

・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あります。 

（第２金曜）13日  
（第３木曜）19日 
（第４土曜）28日 

１月 ２月 
８月の日程 

・９月のおはなしの森、おはなしコロボックル、いずみおはなし会はお休みです。 

＊悪天候、または新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、開催を急きょ中止とする場合があります。 

最新の状況につきましては、館内ポスター、図書館ＨＰでご確認ください。 

２０２１／８  Ｎｏ．３４２ 

特集 映画の原作本 

 

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

ピッキー 

アイスクリーム、かき氷、すいか… 



 

 

 

  

 

 

   

 

（６/１６～７/１５の期間に予約が多かった一般書） 

１ 琥珀の夏／辻村深月 

２ 星落ちて、なお／澤田瞳子 

３ テスカトリポカ／佐藤究 

４ 小説８０５０／林真理子 

５ 薔薇のなかの蛇／恩田陸 

 雷神／道尾秀介 

７ 出絞と花かんざし／佐伯泰英 

８ 疼くひと／松井久子 

 エレジーは流れない／三浦しをん 

 リボルバー／原田マハ 

 

 

【雑誌】刊行頻度変更のお知らせ 

「サッカーマガジン」 月刊→隔月刊（８月発売から） 

「テニスマガジン」  月刊→年４回刊行（８月号から） 

#特集 ＃映画の原作本 

開館４０周年記念企画 図書館員おすすめの本 

綾瀬市立図書館は、７月２０日で開館４０周年を迎

えました。開館４０周年を記念して「綾瀬市」「４０」など

をキーワードに、図書館職員によるおすすめ本を毎月

紹介しています。今回で５回目となるおすすめの本は… 

 

 

綾瀬市立図書館が開館した 1981年はどんな年だっ

たのでしょうか。こちらの本は1981年の日本と世界であ

ったできごとが写真・グラフを交えて載っています。当時

の新語・流行語は？ 社会問題になったこととは？ 話

題になった本は？ 開館した 7 月 20 日は他にも何か

あった日なのかな？  

 
 

『ＪＡＰＯＮＩＣＡ時事百科 １９８２』 

大日本百科事典／編 小学館  

 R 059  ※貸出禁止 

開館 40 周年企画 
「図書館員おすすめの本⑤」 

 

２０２１年７月から８月に上映の映画の原作本・関連

本です。今号で掲載した本は図書館本館１階の文庫・

時代小説文庫架の棚上で展示しますので、どうぞご覧

ください。［展示期間：８月１日～１６日（予定）］ 

書　名 著者名 出版社 請求記号
公開日

　作品名／出演表の 

見かた 

★印は児童書 

みなさんのお気に入りの本を紹介できる掲示板 

「わたしの紹介したい本」に寄せられたものです。 

宿題は、計画的に。 

（宮園ありあ／早川書房／ﾐﾔ） 

『ヴェルサイユ宮の聖殺人』 

ていねいに書かれたミステリー。登場人物１

人１人が魅力的です。革命前夜のヴェルサイユ

に心踊るタイムスリップ！ 

 お名前：Kirsche さん（一般） 

【２軍通信】(悲報)このコーナーの今月号分のスペースがほとんどない…。 

竜とそばかすの姫

竜とそばかすの姫 細田守／作 KADOKAWA ﾎｿ ★

犬部！

犬部！ 片野ゆか ポプラ社 Y 645

都会のトム＆ソーヤ

都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみねかおる 講談社 ﾊﾔ ★

7/22

(木･祝)

林遣都、中川大志 ほか

7/30

(金)

城桧吏、酒井大地 ほか

＊シリーズ、関連本あり

7/16

(金)

※アニメ作品

キネマの神様

キネマの神様 原田マハ 文藝春秋 ﾊﾗ

妖怪大戦争　ガーディアンズ

妖怪大戦争 荒俣宏 角川書店 ｱﾗ

かぐや様は告らせたい　恋のバトルのはじまり編 赤坂アカ／原作・絵 集英社 ｱｶ ★

ドライブ・マイ・カー

女のいない男たち 村上春樹 文藝春秋 ﾑﾗ

孤狼の血　LEVEL2

孤狼の血 柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ﾕｽﾞ

鳩の撃退法

鳩の撃退法　上・下 佐藤正午 小学館 ｻﾄ

かぐや様は告らせたい2　天才たちの恋愛頭脳戦　　平野紫耀、橋本環奈 ほか

西島秀俊、三浦透子、霧島れいか ほか

＊シリーズあり

8/20

(金)

松坂桃李、鈴木亮平 ほか

8/27

(金)

8/13

(金)

寺田心、杉咲花、大沢たかお ほか

藤原竜也、土屋太鳳、風間俊介 ほか

沢田研二、菅田将暉、永野芽郁 ほか8/6

(金)


