
図書部門：一般小説 図書部門：時代小説
順位 タイトル 著者 順位 タイトル 著者

1111 北の街物語   内田 康夫/著  1111 新友禅の謎  佐伯 泰英/著 

2222 マル暴甘糟 今野 敏/著   2222 江戸は負けず 倉阪 鬼一郎/著

北陸新幹線ダブルの日 西村 京太郎/著 赤姫心中 小杉 健治/著  

その女アレックス   
ピエール・ルメー
トル/著

浪人若さま新見左近     佐々木 裕一/著  

3333 刑事の約束 薬丸 岳/著   娘（こ）連れの武士   鳥羽 亮/著   

逢魔  唯川 恵/著 人待ち月 小杉 健治/著   

突破口 笹本 稜平/著 3333 ほっこり宿 倉阪 鬼一郎/著

３時のアッコちゃん 柚木 麻子/著 浪人若さま新見左近〔５〕 佐々木 裕一/著 

パレートの誤算   柚月 裕子/著 質屋藤十郎隠御用 小杉 健治/著

アメリカ本土空爆指令 上下
デイル・ブラウン
/著

柳生左門雷獣狩り 鈴木 英治/著

月は誰のもの  宇江佐 真理/著

愚か者 藤井 邦夫/著
順位 タイトル 著者 大奥騒乱 上田 秀人/著

はぐれ文吾人情事件帖 夜を

図書部門：児童

冬の図書館だより
■■■■201201201201５５５５年図書館年図書館年図書館年図書館でもっともでもっともでもっともでもっとも皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに読読読読まれたまれたまれたまれた本本本本はどのはどのはどのはどの本本本本でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。

恒例恒例恒例恒例となりましたジャンルとなりましたジャンルとなりましたジャンルとなりましたジャンル別別別別ベストリーダーベストリーダーベストリーダーベストリーダーののののごごごご紹介紹介紹介紹介ですですですです。。。。

1111 どんぐりむらのどんぐりえん                                                                   なかや みわ/さく
はぐれ文吾人情事件帖 夜を
奔る

小杉 健治/著

2222 どんぐりむらのおまわりさん                                                                   なかや みわ/さく 島帰り  藤井 邦夫/著
3333 どんぐりむらのぱんやさん                                                                    なかや みわ/さく

4444
おさるのジョージスキーをす
る

Ｍ．レイ/原作 図書部門：ティーンズ
5555 がたんごとんがたんごとん                                                                    安西 水丸/さく 順位 タイトル 著者

1111 魔法科高校の劣等生１４ 佐島 勤/著

ＡＶ部門：ＣＤ 魔法科高校の劣等生１２ 佐島 勤/著

順位 タイトル 著者 ビブリア古書堂の事件手帖５ 三上 延/著

1111 ヴォーカリスト ４                                                                       徳永 英明/歌 2222
亜夜子と時計塔のガーディア
ン

喜多 みどり/著

Ｓｕｐｅｒｆｌｙ ＢＥＳＴ                                                                   
Ｓｕｐｅｒｆｌｙ
/歌

魔法科高校の劣等生１３ 佐島 勤/著

アイのうた                                                                           
ＧＲＥＥＥＥＮ/
ほか歌

ハイキュー！！ショーセツバ
ン！！  ４

古舘 春一/〔原〕
著

2222
アナと雪の女王オリジナルサ
ウンドトラック

クリステン・ベル
/ほか歌

ソードアート・オンラインプ
ログレッシブ　１

川原 礫/著

Ｌｏｖｅ Ｐｌａｃｅ                                                                      西野 カナ/歌 3333 オシャレおまじないノート

なんだこれくしょん                                                                       
きゃりーぱみゅぱ
みゅ/歌

黒魔女さんが通る！！Ｐａｒ
ｔ５

石崎 洋司/作

Ｌｏｖｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉ
ｏｎ ｐｉｎｋ

西野 カナ/歌 魔法科高校の劣等生７ 佐島 勤/著

3333 トゥー ラブ                                                                          西野 カナ/歌 アクセル・ワールド　１７ 川原 礫/著

銀の竜騎士団　１２ 九月 文/著

魔法科高校の劣等生９ 佐島 勤/著

ビブリア古書堂の事件手帖４ 三上 延/著

白桜四神　５ 伊藤 たつき/著

図書部門：児童

■■■■おおおお気気気気にににに入入入入りのりのりのりの本本本本はランクインしていましたかはランクインしていましたかはランクインしていましたかはランクインしていましたか？？？？

今年今年今年今年もステキなもステキなもステキなもステキな本本本本とのとのとのとの出会出会出会出会いがありますようにいがありますようにいがありますようにいがありますように。。。。

伊藤 たつき/著



備品の寄贈ありがとうございました。

■市内在住の高橋静子様より「図書館機能充実に役立てていただきたい」と備品寄贈の

申し出がありました。ご寄贈いただきました備品は図書館内外で有効に活用し、市立図

書館の機能充実に役立てていきたいと思います。ありがとうございました。

ご寄贈いただいた備品は下記の通りです。

■ロビーチェアー３連４台■小型図書館用返却ポスト１台

市役所玄関に設置

■ロビーチェアー３連４台

新聞雑誌コーナーに設置

■手すり付き３段踏み台１台

医療情報コーナーに設置

■学級文庫用折りたた

みコンテナ１００個

■蛍光カラーパネルシアター１セット

■回転式書架木製６段４台

新聞雑誌コーナーに設置

■蛍光カラーパネルシアター１セット



ＧＯ！ＧＯ！！ＧＯ！ＧＯ！！ＧＯ！ＧＯ！！ＧＯ！ＧＯ！！ひばりひばりひばりひばり号号号号！！！！！！！！

移動図書館乗務員日記移動図書館乗務員日記移動図書館乗務員日記移動図書館乗務員日記

一般財団法人千葉県公立学校教職員互助会より、図書館

に、多数の図書などを寄贈していただきました。児童向けに

は、図書３００冊、紙芝居９２点！

新着図書コーナーに並べると、どんどん借りられていきました。

本本本本やややや紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居をををを寄贈寄贈寄贈寄贈していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました

児童児童児童児童コーナーにおいでよコーナーにおいでよコーナーにおいでよコーナーにおいでよ

２０１５２０１５２０１５２０１５年移動図書館年移動図書館年移動図書館年移動図書館でででで皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに読読読読まれまれまれまれ

たたたた本本本本をををを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。

本館本館本館本館とはとはとはとは違違違違うランキングとなりましたうランキングとなりましたうランキングとなりましたうランキングとなりました。。。。

【一般書】

【児童書】

順位 資  料  名 著者名

1 祈りの幕が下りる時                                                                       東野　圭吾／著

北の街物語                                                                           内田　康夫／著

2 平蔵狩り                                                                            逢坂　剛／著

3 七つの会議                                                                           池井戸　潤／著 

順位 資  料  名 著者名

1 かいけつゾロリのめいたんていとうじょう                                                             原　ゆたか／さく・え

かいけつゾロリのなぞのうちゅうじん                                                               原　ゆたか／さく・え

2 おきゃくさまはルルとララ                                                                    あんびる　やすこ／著

どんぐりむらのどんぐりえん                                                                   なかや　みわ／さく

3 かいけつゾロリのチョコレートじょう                                                               原　ゆたか／さく・え

バラの城のゆうれい                                                                       斉藤　洋／作

呪いのまぼろし美容院                                                                      斉藤　洋／作

まちのおばけずかん                                                                       斉藤　洋／作

月月月月のののの裏側裏側裏側裏側 ～一般開架から覗く～

青春青春青春青春のののの玉手箱玉手箱玉手箱玉手箱
～～～～ティーンズコーナーよりティーンズコーナーよりティーンズコーナーよりティーンズコーナーより愛愛愛愛をこめてをこめてをこめてをこめて～～～～

図書館図書館図書館図書館システムがシステムがシステムがシステムが新新新新しくなりますしくなりますしくなりますしくなります！！！！！！！！
現在、図書館では新図書館システム稼働に向けて

準備を行っています。

４月より稼働する図書館システムでは読みたい本や読んだ本の管

理ができるMyページ機能の他、タブレット端末の館内貸出、国立国

会図書館の電子化資料が閲覧できるサービスも開始する予定です。

新システムにご期待ください。

は、図書３００冊、紙芝居９２点！

新着図書コーナーに並べると、どんどん借りられていきました。

ティーンズティーンズティーンズティーンズ展示展示展示展示コーナーのごコーナーのごコーナーのごコーナーのご案内案内案内案内
「仕事ってなに？働くってどういうこと？」をテーマ本を展示してい

ます。

お子さんたちの「将来の夢は？」「それってどんな職業なの？」な

どの疑問にお応えできる本です。写真や1日の仕事の流れ、先輩

たちの経験談なども満載です。ぜひ一度手に取ってご覧下さい。
（一部の図書は、一般財団法人千葉県公共学校教職員互助会より寄贈

していただきました）

会図書館の電子化資料が閲覧できるサービスも開始する予定です。

新システムにご期待ください。



1 金 休館日
2 土 休館日
3 日 休館日
4 月 休館日

9 土 おはなし会
10 日 臨時休館日
11 月 休館日
12 火 休館日

16 土 おはなし会

18 月 休館日

23 土 おはなし会

25 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

29 金 休館日
30 土 おはなし会

1 月 休館日
2 火 パラダイスシアター

6 土 おはなし会

8 月 休館日
9 火 パラダイスシアター（児童向け）
11 木 休館日

おはなし会
えほんがうごくえいがかい

インフォメーション
1111月月月月

26 火

2222月月月月

13 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～ 入場無料入場無料入場無料入場無料

2/１３ （土） ○ミッフィーとどうぶつえん

○ポピーさんのたんじょうび

対象の目安
３才～

鞍馬天狗　２

（主演：野村萬斎）

妻はくノ一　３　【時代劇】

（主演：市川染五郎）

モンパルナスの灯

（出演：ｼﾞｪﾗｰﾙ･ﾌｨﾘｯﾌﾟ）

命捧げ候　【時代劇】

（主演：緒形拳）

王様と私　【児童向けアニメーション】

王様と私　【児童向けアニメーション】

　１０８分

２／　２（火）

２／１６（火）

３／１５（火）

２／２１（日） 　８９分

８９分

１７２分

８９分

８６分

２／　９（火）

３／　８（火）

　　　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

えほんがうごくえいがかい

15 月 休館日
16 火 パラダイスシアター（時代劇）

20 土 おはなし会
21 日 パラダイスシアター（児童向け）
22 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

26 金 休館日
27 土 おはなし会

29 月 休館日

5 土 おはなし会

7 月 休館日
8 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

14 月 休館日
15 火 パラダイスシアター（時代劇）

12 土

23 火

3333月月月月

ｈｔｔｐ://www.library.yachimata.chiba.jp

MAIL:ypl-jim@library.yachimata.chiba.jp

『『『『冬冬冬冬のののの図書館図書館図書館図書館だよりだよりだよりだより』』』』 八 街 市 立 図 書 館
発行：平成２８年１月24日 TEL：043-444-4946

特別整理期間特別整理期間特別整理期間特別整理期間（（（（蔵書点検休館蔵書点検休館蔵書点検休館蔵書点検休館））））
３月１８日（金）～３１日（木）

「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。

また、今年は電算システムの入れ替えも行います。

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。

泣いている本とは、破れたり、汚れ

て使えなくなってしまった資料のこ

とです。いま、あなたの読んでいる

本はもしかしたらあなたのお子さん

やお孫さんも読むかも知れません。

資料を気持ちよく末永く使ってもら

うためにもマナーを守り大切にご利

用ください。

2/１３ （土） ○ミッフィーとどうぶつえん

○ポピーさんのたんじょうび

○だれのせなか？

○あかずきんちゃん　他４話

3/１２ （土） ○いやだいやだ

○にんじん

○はんしろうがねらってる

○ちいさなたまねぎさん

対象の目安
３才～

対象の目安
３才～

本が泣いています

MAIL:ypl-jim@library.yachimata.chiba.jp
です。ご協力をお願いします。


