
図書部門：一般 図書部門：ティーンズ
順位 タイトル 著者 順位 タイトル 著者

1 よっ、十一代目！ 佐伯 泰英/著 1 ビブリア古書堂の事件手帖５ 三上 延/著

2 うぶすな参り 佐伯 泰英/著 2 真夜中のパン屋さん４ 大沼 紀子/著

3 空蝉ノ念 佐伯 泰英/著 姫頭領、百花繚乱！２ 彩本 和希/著 

4 状箱騒動 佐伯 泰英/著 魔法科高校の劣等生１２ 佐島 勤/著

5 未決 佐伯 泰英/著 3 魔法科高校の劣等生１０ 佐島 勤/著

ペテロの葬列 宮部みゆき/著 魔法科高校の劣等生６ 佐島 勤/著

6 二都騒乱 佐伯 泰英/著 

7 疾風ロンド 東野 圭吾/著

8 湯島ノ罠 佐伯 泰英/著 ビブリア古書堂の事件手帖４ 三上 延/著

9 海賊とよばれた男　上下 百田 尚樹/著 

10 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾/著 ＡＶ部門：ＣＤ
順位 タイトル 著者

1 長い間                                                                             Ｋｉｒｏｒｏ/歌

順位 タイトル 著者

1 マフィンおばさんのぱんや 竹林 亜紀/さく

2 2 ヴォーカリスト　４                                                                       徳永 英明/歌

ＴＨＥ　ＢＡＤＤＥＳＴ                                                                     久保田 利伸/歌

3 バルバルさん 乾 栄里子/文 3

4

5 ＪＰＮ Ｐｅｒｆｕｍｅ/歌

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ                                                                     竹内 まりや/歌

6 がたんごとんがたんごとん 安西 水丸/さく

7

ヴォーカリスト　３                                                                       徳永 英明/歌

8

9 １４ひきのやまいも 岩村 和朗/さく

10 ＡＶ部門：映像
順位 タイトル

1 リトル・マーメイド

2 ピーター・パン 

3 アラジン
※今年も本との素敵な出会いがありますように…

パトカーのピーすけ

しょうぼうじどうしゃのあか
いねじ

たるいし まこ/
作

こいで やすこ/
さく

おべんともっておはなみに

こいで やすこ/
さく

たろうめいじんのたからもの

ばばばあちゃんのアイス・
パーティ

さとう わきこ/
作

さがら あつこ/
さく

ドリームズ・カム・トゥルー
グレイテストヒッツ”ＴＨＥ
ＳＯＵＬ”

ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭ
Ｅ ＴＲＵＥ/歌

永遠のムードミュージック                                                                    

さくら                                                                             

ＧＲｅｅｅｅＮ/歌

サザン・オール・ス
ターズ/歌

いままでのＡ面、Ｂ面です
と！？

シネマ・アート・オー
ケストラ/ほか演奏

黒魔女さんが通る！！
ｐａｒｔ１６

石崎 洋司/作

なかの ひろたか
/さく・え

ぞうくんのさんぽ

図書部門：児童 

冬の図書館だより 
■201４年図書館でもっとも皆さんに読まれた

本はどの本でしょうか。 

ジャンル別にベストリーダーをご紹介します。 
 



「蔵書点検」とは簡単に言えば「棚おろし」の事です。 

作業は本の貸出しのように、１冊１冊本のバーコード

を読み込んでいき、本があるべき場所にあるかどう

かを確認します。 

今年は、約２９２,０００冊を点検する予定です。この

作業を行うことで、コンピュータのデータと実際の本

の状況を一致させ、より正確で迅速なサービスが可

能となります。 

長期にわたり休館となりご不便をおかけしますが、よ

り利用しやすい図書館にするために必要な作業です。

ご協力をお願いします。 

蔵書点検のため 

2／2２（日）～２／２８（土）まで休館します。 

■図書館は、年に１度、所蔵資料の点検・整理を行うため、特別整理期間を設

けて休館いたします。 



                                    
 
 
 

   

     

月の裏側 ～一般開架から覗く～  

 
  

  

 児童コーナーにおいでよ 

 

 

  

青春の玉手箱 
～ティーンズコーナーより愛をこめて～ 

 

 

  

  ＧＯ！ＧＯ！！ひばり号！！ 

移動図書館乗務員日記 

巡回ステーションの見直しを行っています。 

 昨年、各区長あてに移動図書館車巡回希望アンケートを実施しました。 

 その結果をふまえ、より多くの要望が実現できるようコースの下見なども

行い、新年度の巡回コースを策定中です。 

 今後のひばり号にご期待ください！ 

ジュニア司書奮闘記 
  

 ジュニア司書養成講座も４回目となり、新たに１０人が仲間入

りし、１期９人、２期１３人、３期１３人、計４５人になりました。 

 今年度は、朝日新聞（１１／１２・千葉版２５面掲載）やフジテ

レビ（『千葉の贈り物』１２／１４（日）撮影）の取材を受けたり、

八街市内に留まらず、広く活動が紹介されることとなりました。 

  

今年度の今後の活動 

 ・バレンタインの本ポップ作成    まもなく展示します 

 ・フジテレビ『千葉の贈り物』          １/２５（日）８：５５放送予定 

 ・福祉まつり（中央公民館・視聴覚室） ２/８（日）１０：００～１０：３０ 

                       おはなし会をします 

■朝日新聞社取材 

■フジテレビ取材 

芥川賞・直木賞決定！！ 
第１５２回芥川賞は小野正嗣さん『九年前の祈り』、

直木賞は西加奈子さん『サラバ！』 

 図書館では各賞が発表される1月と７月に、図書館通路に過去

の受賞作品を展示しています。また、今回受賞された作家の著作

も同時に展示しましたので、併せてご利用ください。 

 図書館職員によるおはなし会は、図書館内だけではありません。幼稚園等からの

依頼で、幼稚園に出向いておはなし会もしています。 

 また、実住保育園内の子育て支援センター「にこにこルーム」が、中央公民館視聴

覚室に移動する「公民館であそぼう」でも、月に１度、おはなし会をしています。０～３

歳くらいのお子さんとお母さんが、ふれあいながら楽しめる遊びや、絵本の読み聞

かせをしています。 

 「公民館であそぼう」は、９：４５～１５：００の間、好きな時間に予約なしで行って遊

ぶことができます。図書館職員によるおはなし会は１１：３０頃からです。 

 今年度の「公民館であそぼう」でのおはなし会実施予定日は、２月２０日（金）・３月

１３日（金）です。 

「出張おはなし会」をしています！ 



1 木休館日
2 金休館日
3 土休館日
4 日休館日
5 月休館日

10 土おはなし会
11 日臨時休館日
12 月休館日
13 火休館日

17 土おはなし会
18 日パラダイスシアター
19 月休館日
20 火パラダイスシアター（時代劇）

24 土おはなし会

26 月休館日
はいはいよちよちおはなし会
おひざでだっこのおはなし会

30 金休館日
31 土おはなし会

2 月休館日
3 火パラダイスシアター

7 土おはなし会

9 月休館日
10 火パラダイスシアター（児童向け）
11 水休館日

おはなし会
えほんがうごくえいがかい

15 日パラダイスシアター（児童向け）
16 月休館日
17 火パラダイスシアター（時代劇）

21 土おはなし会
22 日
23 月
24 火
25 水
26 木
27 金
28 土

2 月休館日
3 火パラダイスシアター

7 土おはなし会

9 月休館日

10 火パラダイスシアター

おはなし会
えほんがうごくえいがかい

15 日パラダイスシアター
16 月休館日
17 火パラダイスシアター（時代劇）

21 土休館日

23 月休館日
はいはいよちよちおはなし会
おひざでだっこのおはなし会

28 土おはなし会

30 月休館日
31 火休館日
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『冬の図書館だより』24 火

インフォメーション
1月

27 火

2月

14 土

3月

14 土

八 街 市 立 図 書 館

特別整理期間（蔵書点検休館） 

 ２月２２日（日） 

        ～２８日（土）  

■上映開始時刻 

火曜日：午前１０時３０分～、午後２時～ 

日曜日：午後２時～              入場無料 

インフルエンザが流行しています。 

図書館では玄関風除け、返却カウ

ンター、1階トイレに消毒液を設

置しています。 

感染拡大予防のためどうぞご利用

ください。 

 

２/１４ （土） ○しまふくろうのみず 

         うみ   

        ○おおはくちょうのそら  

 

３/１４ （土） ○とうふこぞう  

        ○ゆうれいのたまご  

        ○ばけものづかい  

対象の

目安           

５才～ 
 
 
 
 

対象の

目安             

３才～  

あまちゃん　総集編　前編

２／１０（火） つるの恩がえし　泣いた赤鬼　【児童向け】

２／１５（日）

蝉しぐれ　１【時代劇】

（主演：内野聖陽）

あまちゃん　総集編　後編

３／１０（火） スープ・オペラ

３／１５（日） （主演：坂井真紀）

蝉しぐれ　２【時代劇】

（主演：内野聖陽）

　１１９分

２／　３（火）

２／１７（火）

３／１７（火）

３／　３（火） 　９０分

１２９分

　９０分

４４分

１７２分

　　　えほんがうごくえいがかい
　　　毎月第２土曜日　午前１０：３０～、午後２：００～

パラダイスシアターアップデート

お　し　ら　せ


