
 

 

 

  

〇電話・FAX ０４５－８１４－１９８５   〒２４５－００５２ 横浜市戸塚区秋葉町２７１－３ 

〇開館日時  火・木・土 9：00～21：00、水・日 9：00～17：00、月・金は休館日 

〇市民図書室の開館  火・水・木・土・日１０：００～１６：００ 

 

 

 

○ホームページ                              ○ブログ 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年 3 月に休館となり、その後 8 月から制限や条件付きですが

利用を再開しています。皆様には大変ご不便をおかけして申し訳ございません。安心してご利用していただ

けるように感染対策を行うとともに、下記利用方法等にご理解とご協力をお願いいたします。 

 今後、感染の動向とその対応により、さらに利用の制限や条件等が追加される場合も予想されます。最新

の情報につきましては、適宜、ホームページに掲載してお知らせします。 

 

 

〇ご自宅で 発熱・体調不良がないか確認。マスク着用、上履きを忘れずに。 

〇ハウスで 受付で確認カード記入。手指消毒・手洗い、部屋の換気・清掃消毒 

利用中はマスク着用。人と人との間隔 ２メートル（最低１メートル） 

・部屋の定員  研修室１…２３人以内 研修室２…１２人以内 和室…８人以内 

※ 運動系の利用 活動に応じ定員より少ない人数（２メートル以上の間隔を空ける） 

（目安） 研修室１…１５人  研修室２…８人  和室…５人 

・利用できない活動  麻雀、囲碁・将棋、社交ダンス・組手(人の接触があるもの)等、 

カラオケ、コーラス、詩吟(発声を伴うもの)等、尺八(呼気を使う楽器演奏)等。 

 

 

〇利用日時  休館日（月・金）を除く毎日 １０：００～１６：００ 

図書の返却は、コミュニティハウス開館時間中できます。 

〇貸出期間・冊数  ２週間 ・ ２冊まで（新着本は１冊） 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在は本の貸出・返却利用のみで、 

図書室での読書・閲覧はできません。 

※ 本の貸出には利用者カードが必要です。 

お持ちでない方は、運転免許証・保険証などの本人確認書類をご持参ください。 

 

                   最新の新着本のお知らせ 

【５月】〇ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人    【４月】〇きたきた捕物帖    宮部みゆき (著) 

                      東野 圭吾 (著)                 〇話すチカラ       齋藤 孝 他 (著) 

     〇忘れられた巨人    カズオ イシグロ (著)     〇名画で学ぶ主婦業 田中 久美子 (著) 

      〇ザ・ロイヤルファミリー 早見 和真 (著)      〇百年法 上・下   山田 宗樹 (著) 

      〇元彼の遺言状      新川 帆立 (著)        〇カラフル         森 絵都 (著) 

      ☆ぼくらの南の島戦争 宗田 理 (著)         ☆無人島のサバイバル 崔徳煕 (著) 

名瀬コミハ 秋葉コミハ  で 

春号 

検索   秋葉コミハはてなブログ  で 検索 

詳しくはホームページで！ 

コードは裏面に！！ 利用方法について 

図書の貸出について 

 



 

 市民図書室より ������令和２年９月～令和３年３月までの新着図書を一挙ご紹介致します！！ 

○一般図書 ☆児童書、中高生向け 

2020 年 9 月～１１月 新着本 

〇首里の馬     高山 羽根子（著） 

〇破局          遠野 遥（著） 

〇少年と犬     馳  星周（著） 

〇赤い砂を蹴る     石原 燃（著） 

〇アウア・エイジ      岡本 学（著） 

〇じんかん     今村 翔吾（著） 

〇稚児桜                  澤田 瞳子（著） 

☆コレットのにげたインコ イザベル・アルスノー（作） 

☆いろんなみ     クララ・コルマン（作） 

�	
��第 163 回（2020 年上半期）芥川賞受賞作品、 

直木賞受賞作品、ノミネート作品を多数揃えました。 

〇雲を紡ぐ   伊吹 有喜（著） 

〇銀花の蔵   遠田 潤子（著） 

〇木になった亜沙 今村 夏子（著） 

☆学校では教えてくれないゆかいな日本語    今野 真二（著） 

☆とんでもない              鈴木 のりたけ（作） 

〇ザリガニの鳴くところ   ディーリア・オーエンス（著） 

〇一人称単数     村上 春樹（著） 

〇検事の信義     柚月 裕子（著） 

〇たおやかに輪をえがいて  窪 美澄（著） 

〇半沢直樹 アルルカンと道化師      池井戸 潤（著） 

〇子どもの健全な成長のためのスポーツのすすめ  田崎 篤（著） 

☆東大ナゾトレ SEASON2 第 1 巻、第２巻  松丸 亮吾（著） 

☆ゴミの島のサバイバル           ゴムドリ co.（著） 

☆整理整頓                入江 久絵（著） 

☆子どもの考える力をつける 3 つの秘密道具 お悩み解決！！ 

にゃんと探偵団                岸良裕司（著） 

 2020 年 12 月 新着本 本屋大賞 2020 ノンフィクション本の特集です。 

〇エンドオブライフ                       佐々 涼子（著） 

〇サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する   梯 久美子（著） 

〇女帝 小池百合子                       石井 妙子（著） 

〇つけびの村 噂が 5 人を殺したのか？            髙橋 ユキ（著） 

〇ワイルドサイドをほっつき歩け ハマータウンのおっさんたち ブレイディみかこ（著） 

2021 年 2 月、３月 新着本 ◎本屋大賞 2021 ノミネート作品です！ 

◎推し、燃ゆ 宇佐見 りん（著）【芥川賞受賞】 

〇心淋し川 西條 奈加（著）【直木賞受賞】 

◎八月の銀の雪 伊与 原新（著）【直木賞候補】 

◎オルタネート 加藤 シゲアキ（著）【直木賞候補】 

◎お探し物は図書室まで 青山 美智子（著） 

◎この本を盗む者は   深緑 野分（著） 

◎52 ヘルツのクジラたち   町田 そのこ（著） 

◎滅びの前のシャングリラ   凪良 ゆう（著） 

◎自転しながら公転する     山本 文緒（著） 

◎逆ソクラテス     伊坂 幸太郎（著） 

◎犬がいた季節     伊吹 有喜（著） 

☆なぜ僕らは働くのか       池上 彰（監修） 

はじめて出会う絵本コーナー 

設置しました ���� 

乳幼児期から身近な場所で

絵本に親しめます（区役所と

図書館が連携した取組） 

秋葉コミハでは、０歳から

楽しむことができるおすすめ

の絵本が多数あります。 

新たに３２冊の絵本が入り

ました ���� 

秋葉中コミュニティハウス 

ホームページの QR コードです。 

携帯の読取アプリで、読み取って 

ご利用ください。 

アクセス 
神奈中バス ｢秋葉三叉路」下⾞ 徒歩 3 分 
信号 秋葉小・中入口 校門から階段または
スロープを上がった正面の建物１階です。 

本屋大賞受賞 


