〒245-0051 横浜市戸塚区名瀬町 791-6
○電話・FAX

045-812-8405

○開館日時

月・火・水・土・日 9：00～17：00、 木 9：00～21：00

○市民図書室の利用時間

月・火・水・木・土・日 10：00～16：00

○休館日 金曜日 ・ 年末年始
○ホームページ ☞ 名瀬コミハ

で

検索

○ブログ ☞

名瀬コミハはてなブログ

で

検索

【ご利用案内】

(4 月 25 日現在、詳細・最新の内容はホームページをご覧ください)
♦発熱、体調不良の方はご利用をお控えください。
〇マスク着用でご来館、上履きかスリッパを持参してください。

図書室
図書の貸出利用ができます。（裏面参照）
部屋利用（予約済の団体のみ） 以下の事項にご注意・ご協力ください。
〇部屋の定員

研修室 1

23 人以内、

＊運動系利用の場合（目安）

研修室 2 12 人以内、

研修室 1 １５人、

和室

研修室 2 ８人、

13 人以内
和室

９人

〇利用中はマスク着用、人と人の間隔１メートル以上、窓開け等常時換気してください。
終了時、部屋の清掃と消毒をお願いします。
〇飲食はできません。水分補給は可（各自持参）。
絵本
自主事業のお知らせ

☆0 歳からの絵本に親しむ講座☆

🌷花かんざしのハーフリース🌷

絵本の選び方や楽しみ方を戸塚図書館の司書が
お伝えします。
♦日 時：5 月 26 日(木)10 時 30 分～11 時
♦対 象：０歳児とその保護者 8 組
♦参加費：無料
♦持ち物：バスタオル（お子さまの下に敷く）
♦申込締切：5 月 15 日（日）まで

ナチュラルドライフラワーで初夏のさわやか
なイメージのリースを作ります。
♦日
時：6 月 7 日(火)10 時～12 時
♦募集人数：10 人
♦材 料 費：１３００ 円
♦持 ち 物：はさみ・お持ち帰り用の袋
♦申込締切：5 月 30 日（月）まで
受付窓口、もしくはお電話で…
045-812-8405
受付窓口にご来館、またはお電話 電話
８１２－８４０５
で

お申し込みは、どちらも
＊7 月には「ふしぎ発見理科ひろば」（メリーゴーランドをつくる）を予定しています。
自主事業の詳しい内容は、ホームページにてお知らせします（裏面に QR コード）。

＊＊新着図書のお知らせ＊＊
｟5 月新書｠

｟4 月配架済｠

「朱色の化身」 「はじめての」 「変な家」

「寂聴 九十七歳の遺言」

「特許やぶりの女王 弁理士・大鳳未来」

「残照の頂」

〈児童書〉

〈児童書〉

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 6」
「ぼく モグラ キツネ 馬」

「コんガらガっち

おそる→おそる→すすめ！の本」

「母の待つ里」

「老後の資金がありません」
「あんしんえほん」

「ゆすってごらん

りんごの木」

「ふしぎ駄菓子屋

銭天堂 5」

【令和３年度にコミュニティハウスに入った本】
《一般書》

《児童書》

第 165 回芥川賞受賞

「貝の続く場所にて」

かいけつゾロリ

「彼岸花が咲く島」
第 165 回直木賞受賞

「ゾワゾワ

「テスカトリポカ」

「きょうふのダンジョン」
ゾクゾクようかいまつり」

サバイバルシリーズ 「激流」 「植物世界」

「星落ちて、なお」

「深海」

第 166 回芥川賞受賞

「ブラックボックス」

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 ③④⑤

第 166 回直木賞受賞

「黒牢城」 「塞王の楯」

グレッグのダメ日記「なんとか、やっていくよ」

2022 年本屋大賞

「同志少女よ、敵を撃て」

ノミネート作品

「あ～あ、どうしてこうなるの⁉」
はたらく細胞

「ウイルス＆細菌図鑑」

「赤と青とエスキース」
「硝子の塔の殺人」「正欲」

「人体のふしぎ図鑑」

「残月記」
「スモールワールズ」
「星を掬う」

ざんねんないきもの事典 「もっと」「ますます」

「夜が明ける」「六人の噓つきな大学生」

「世界がぐっと近くなる

シリーズもの 最新刊！「さよならも言えないうちに」
「兇人邸の殺人」

「魂手形」 「倒産続きの彼女」

SDGs とボクらをつなぐ本」
東大松丸式

「麦本三歩の好きなもの 第二集」
東野圭吾 「透明な螺旋」
原田マハ 「リボルバー」

「名探偵コナン ナゾトキ事件ファイル」

「白鳥とコウモリ」

池井戸潤 「民王」 「民王

「ナゾトキ島でサバイバル⁉」

「ペンタと小春の

シベリアの陰謀」

めんどい

まちがいさがし」

「意味が分かると慄く本」

「キネマの神様」

「5 分後に意外な結末 Q」

辻村深月 「闇祓」 「琥珀の夏」

課題図書 「どこからきたの？おべんとう」

佐藤愛子 「九十八歳。戦いやまず日は暮れず」

「わたしたちのカメムシずかん」

時代小説 「曲亭の家」 「高瀬庄左衛門御留書」

「おいで、アラスカ！」
「with you」

《えほん》
なかやみわ

「どんぐりむらの ぱんやさん」 「やさいのがっこう いちごちゃんはやさいなの？」

MOE 絵本屋さん大賞 第 1 位「あんなに あんなに」
「ノラネコぐんだん ラーメンやさん」

第 5 位「ゆめぎんこう」

「おやくそくえほん」
〈はじめての「よのなかルールブック」〉

「パンダ銭湯」 「ねこはるすばん」 「もりの 100 かいだてのいえ」 「パンどろぼう」
「コんガらガっち

上記以外にも

どっちにすすむ？の本」

新刊・話題作を揃えています！

皆様のお越しをお待ちしております。

【図書の貸出利用について】

ご利用にあたって

図書室での読書はできません。図書の貸し出

・マスク着用、スリッパ等持参

しをご利用ください。

・受付窓口で利用確認カード記入して入室

利用日時：金曜日を除く 毎日 10 時～16 時

・貸し出しは窓口で図書利用カードを提示

貸し出し：1 人 2 冊まで、2 週間

＊初めての方

＊自習室は当面利用できません。

利用カードの申請

本人確認書類（保険証・運転免許証など）をご持参ください。

♢コミュニティハウスは名瀬中学校の敷地内、名瀬地域ケアプラザ側にあります（新戸塚病院向かい）

交通アクセス

神奈中バス
・｢新戸塚病院前」下車 徒歩 1 分
・｢妙法寺」下車 徒歩 8 分

ホームページで最新情報を

QR コードが
便利です。

⇒

