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乳幼児向け(0歳～)

第3 金曜日午前11 時から

第4 金曜日午前11 時から

第1 水曜日 午後3 時から

第3 水曜日 午後3 時30 分から

第2 水曜日 午後3 時から

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合がございます。

編 集 後 記

幼児(3歳～)と小学生向け

小学生向け
毎週水曜日午後3 時30 分から

幼児向け
毎週水曜日午後3 時から
第2・4 日曜日午前11 時から

2023年１回目の図書館だよりとなります。本年も図書館の様々な
情報を発信してまいりますので、よろしくお願いいたします。

今回の１面は大活字本のご紹介です。 大活字本は大きな文字で
書かれているだけでなく、字間や行間もゆったりとしていて読みや
すさに工夫がされています。 また、市民図書館１階の大活字本の
コーナーの近くには、印刷資料を拡大してモニターに映し出す拡大
読書器という読書補助具があります。 こちらもぜひご活用ください。

皆さまの読書活動の一助になれば幸いです。 ( Y )
W i - f i
FREE メール登録

＆
時間制限がなくなりました！

Step１ Wi-fi設定をONにして
SSID「akishimaensis」をさがす Step１ パスワード「ensis1523」を

入力するStep 2

大きな文字だから読みやすい

“大活字本”を
読んでみませんか？

だ い か つ じ ぼ ん

大活字本とは、通常の活字の大きさでは本が読みにくい方のために
大きな文字で見やすく印刷された本のことです。

市民図書館１階とやまのかみ分室に所蔵していますが、ご予約を
していただければ市内のどの館でも受取ることができます。

どなたでもご利用いただけますので、ぜひお手に取ってみてください。

大活字本って？

一般的な文庫本の文字サイズ
（９～１０ポイント）

大活字本の文字サイズ
（１４～２２ポイント）

にゅうようじ さい ようじ さい

市民図書館
みん

昭和分館

昭和分館

緑分館

やまのかみ分室

お子さま向けにおはなし会を

おこなっています。

申し込みは不要ですので、

お気軽にご参加ください

こ ふよう

さんか

市民図書館
みん

図書館だより
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人を介さず、ご自分で予約資料
の貸出手続きができる設備です。
※CD、貴重な地域資料、他自治体から
借用した資料は1F中央カウンターで
お渡しします。
※予約本コーナーの利用が困難な方は
スタッフにお声かけください。

電子書籍貸出しランキング

大人の塗り絵講座
2022.10.10

サクラクレパス認定大人の
塗り絵講師 須貝光一郎さんに
簡単な色彩学や画材の使い方、
塗り絵の楽しみ方を学びました。

10月１日→ 12月20日

2022.10.16
英語音声でも楽しめる

映画を鑑賞し、鑑賞後は
参加者全員で英語のクイズ
に挑戦する交流イベントを

開催しました。

絵本と大人の素敵な関係
〜ハープの調べにのせて♬〜

2022.11.3

図書館映画会
2022.10.20,23
『伊豆の踊子』を
上映しました。

1 なんでやねん
著 者：中川ひろたか（文）鈴木翼（原案）あおきひろえ（絵）
出版社：世界文化社

えほん

著 者：青山剛昌（原作）山岸栄一（まんが）斉藤むねお（まんが）
出版者：小学館

日本史探偵コナンシーズン２－２古墳誕生誓いの双翼電子書籍版

- 市民図書館展示のご案内 -

その他の展示情報は図書館ホームページをご確認ください。

国展示 北米児童

大切なひとティーンズ

科学道100冊 2022一般

予約本コーナーって？

日本史探偵コナンシーズン２－１恐竜発見悠久の前世紀電子書籍版1

日本史探偵コナンシーズン２－６大正浪漫コナンｖｓ江戸川乱歩電子書籍版 児童書

児童書

著 者：青山剛昌（原作）山岸栄一（まんが）
出版者：小学館

著 者：青山剛昌（原作）狛枝和生（まんが）
出版者：小学館

児童書

3

4

利用方法

＊国際交流事業＊
「みつばちマーヤの大冒険」

上映会・交流会

藤岡建機イラスト・デザイン展
第1期：2022. 9.25～10.7
第2期：2022.10.25～11.6

「機動戦士ガンダム」シリーズや
「メダロット」シリーズ等のアニメや
ゲームのイラスト・デザインを手掛け
てきた昭島市在住のクリエイター、
藤岡建機さんの作品展を開催しました。

山本潤子さん(絵本・メンタル
セラピスト)、柴崎なおみさん
(ハープ奏者)のお二人による
ハープの演奏と絵本の朗読を
通し、大人にとっても心地よい
絵本の世界を楽しみました。

図書館映画会
2022.11.17,20
認知症月間にちなみ、
『ばあばは、
だいじょうぶ』
を上映しました。

コーヒーワークショップ
〜飲み比べをしながらコーヒーを学ぼう〜

2022.12.6
Coffee Wrightsバリスタの森田 明日香さん
にスペシャルティコーヒーとコーヒーができる
までを学びました。

2022.12.4
児童書作家の杉山亮さんに

オリジナルのお話を
語っていただきました。

＊子ども読書活動推進事業＊
杉山亮さんのものがたりライブ

『ぼくは王さま』シリーズの
『たまごがいっぱい』や
『王さまめいたんてい』など
を上映しました。

＊子ども読書活動推進事業＊
幼児向け図書館映画会

2022.12.10

①予約照会機で貸出券を読み込ま
せ、棚に配置された場所を確認
し、場所が書かれたレシートを
印刷する。

②レシートの棚番号と段数を確認
して、予約資料を探す。

③コーナー内のセルフ貸出機で
貸出手続きをする。

市民図書館 １階 新聞コーナーの近く

ちょ しゃ すずきつばさげんあん

しゅっぱんしゃ

したんてい きょうりゅう ゆうきゅう き せきばん

ちょ しゃ

しゅっぱんしゃ

ごうしょう えいいち さいとう

したんてい ろまん えどがわらんぽ せきばん

ちょ しゃ

しゅっぱんしゃ

ごうしょう えいいち

したんてい こふん ちか そうよく せきばん

ちょ しゃ

しゅっぱんしゃ

ごうしょう
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こまえ かずき

1
てんじ

本との出会い～若い人に贈る読書のすすめ～16一般
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