
山梨市立図書館
Yamanashi City Library

9：00 ～ 19：00
TEL： 0553-22-9600
FAX：0553-23-3506
E-MAIL：lib@city.yamanashi.lg.jp
〒 405-0031　万力 1830 番地

感染症拡大の状況により、やむ
を得ず中止となる場合がありま
す。最新情報は図書館ホームペ
ージをご確認ください。感染症
対策へのご協力をお願いします。

お知らせ information

English Book 
Club

事前予約制 英語の読書会
【日時】11 月 12 日㈯  10:30 ～ 11:00
【場所】図書館ラウンジ　【定員】10 人
【対象】小学校 3 年生～高校生、
　　　 お子さんに英語を伝えたい大人

【講師】 星野真理先生（山梨英和大学講師）
【申し込み】図書館カウンターまたはメール、電話

小説
一千億の if 　　　　　　斎藤　詠一

さよならの向こう側       清水　春木

天然流指南　1 　        大久保　智弘

介護者 D 　　　　          河崎　秋子

愚者の階梯 　 　　       松井　今朝子

文学・エッセイ
あした何着よう 　           林　真理子

出てこい海のオバケたち
　　　　　　　　　　　　 椎名　誠
キッズ・アー・オールライト

丸山　正樹

児童・一般・その他
おにぎりぼうやのたびだち

柴田　ケイコ

ふしぎなひきだし 　　 苅田　澄子

こどもに聞かせる一日一話
　　　 福音館書店「母の友」編集部

教養としての着物 　　 上杉　恵理子

柿のお菓子づくり         今井　よう子

一般書 主な新着図書
　   とびらのむこうに
        ドラゴンなんびき？
      ヴァージニア・カール：
　　　　         作・絵
　13 人のひめさまの
末っ子ガンヒルダは、

森で大きなドラゴンとなかよしに。
　ひめさまたちはみんなで相談し、
ドラゴンをお城に連れて帰りました。
狭い塔の中に隠し、食べ物を運んでや
ると、ドラゴンはますます大きくなって…。

　 若葉荘の暮らし
     畑野　智美：著
　
 　収入が激減した
ミチルは、40 歳以
上独身女性限定の
シェアハウスに転

居する。訳ありな女性達が迷いなが
らも、たくましく生きる様を見て、
ミチルは自分で自分の幸せを叶える
術を身につけ…。

おすすめ recommended
児童書

　  ハヤブサ消防団
　  池井戸　潤：著
　
 　亡き父の故郷で
ある「ハヤブサ地
区」に移り住んだ
ミステリ作家の三

馬太郎。地元の人の誘いで消防団入
りした太郎を、連続放火事件が待ち
受けていた。のどかな集落に隠され
た真実とは…。

11 月の休館日は…
4 日㈮、7日㈪、14 日㈪、21 日㈪、
24 日㈭、28 日㈪と館内整理日の
30日㈬です。

11 月のおはなし会
【時間】10:30 ～　【場所】図書館ラウンジ・おはなしコーナー

  8 日㈫　  乳幼児向け（チェリー）
20 日㈰　  親子向け・英語（ぴーち）
22 日(火) 　 乳幼児向け（ぐれーぷ）
26 日㈯　  幼児向け（くれよん）

やまなしブックフェス
2022

映画上映会
❶ 子ども向け　❷ 大人向け

❶「 ねこねこ日本史
　　  　龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ！」
❷「 きみの瞳が問いかけている」

02

場 所 401 会議室

（80分）

図書館や廃校で除籍になった本をお持ち帰りいただけます。
◎雑誌は 2 月の生涯学習フェスティバルで出品
◎児童書が多いです

ブックリサイクル
13:00 ～ 16:00（なくなり次第終了）05

お一人5冊まで！場 所 404 会議室

県内マルシェで活躍中の「晴耕雨読」さんのコケテラリウムのワークショップ。世界でひとつだけのあなたのコケテラ
リウムをつくってみよう♪

やまなしの苔を植えよう！～コケテラリウムづくり～
10:00 ～ 12:00（大人向けワークショップ）03

定 員 各回 20 名  ※入場制限あり（場内 10 名まで）場 所 図書館ラウンジ 幼児～大人

場 所 403 会議室

対 象 乳幼児～

ぐれーぷ
　　　「おはなし会」01

予 約 不要

❶ 13:30 ～

　　　 14:00

その他、図書館内では司書がすすめる本を展示します。詳細は図書館までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症予防対策を行いながらイベントを開催します。
※ご来場の際はマスクを着用ください。また、体調のすぐれない人は来場をお控えください。
※感染状況により、中止の可能性もあります。最新情報は図書館ホームページでご確認ください。

図書館内は
通常通り開館します。9:00 ～19:00お気軽にご利用ください。

　 20広報やまなし21 広報やまなし

◎読み聞かせボランティアグループ
「ぐれーぷ」さんによるおはなし会

   　 モモンガのはいた
　    つやさん　もりの
　　いたずらっこ

ふくざわ　ゆみこ：作
　　モモンガさんは森
　の配達屋さん。みん

なが住む森では、この頃ちょっとした
いたずらがおこっていて、モモンガさ
んがネズミさんの家に配達した手紙に
は「いたずらだいせいこう !」と書いて
あった。差出人はワオキツネザルで…。

事前予約制のイベントはすべて氏名、参加人数、連絡先、参加する回や時間を明記の上、図書館カウンターまたはメール、電話で受付。

（130 分）

時 間
❶ 10:00 ～（受付 9:30）
❷ 13:30 ～（受付 13:00）

事前予約制

定員　各 70 名

14:00 ～ 16:00（子ども向けワークショップ） 事前予約制

場 所 子ども：500 円　　大人：1,000 円　（当日持参） 1時間単位で参加予約をお願いします！

※入場制限あり（場内 10 名まで）【掲示期間】10 月 29 日㈯～ 11 月 29 日㈫

フリーメッセージの展示
04

場 所 図書館 1 階、2 階

公式 twitter 始めました！
　twitter では図書館の開館情報、イベント・
展示情報など最新の情報を発信しています。
ぜひフォローしてください！
ユーザー名：＠ yama_city_lib

対 象

「この本おすすめ！」「出会えてよかった本」「こんな
本を読みたい」「図書館のここが好き」など、市立図
書館に向けたフリーメッセージを募集します。
募集したメッセージは、読書週間に、職員からの返信
コメントを付けて、図書館内に展示します。

【募集期間】10 月　1 日㈯～ 11 月 3 日（木・祝）

2022 年       月     日（木・祝）　10:00 ～16:00
開催場所　　山梨市立図書館、山梨市民会館

11 3

秋の読書週間＆
リニューアル６周年


