
貸出・予約点数が２点から３点になりました。 この機会にぜひ、ご利用ください。

・「あんなにあんなに」・・・・ヨシタケシンスケ／著 ポプラ社

・「世界の紛争地図 すごい読み方」・・・・ライフサイエンス／著 三笠書房

・「ヨンジョンの幸せ韓国ごはん」・・・・キム・ヨンジョン／著 マイナビ出版

・「僕は、そして僕たちはどう生きるか」・・・・梨木香歩／著 理論社

・「鬼滅の刃をもっと楽しむための大正時代便覧」・・・・大正はいから同人会／著 辰巳出版 ほか

ジュニア司書養成講座を受講し、図書館や司書の仕事について学んだ中高生がジュニア司書として、ま

た大学生や社会人がジュニア司書マイスターとして、ボランティア活動で活躍しています。今年もおはな

し会を中心に、おすすめ本の紹介など、読書普及活動に貢献します。

～注目の電子図書をご紹介します～

電子図書館をご利用ください！
八街市立図書館

インターネットを通じて、パソコンやスマートフォン、タブレットから、いつでも電子図書が利用できます。

貸出期間（２週間）が過ぎると自動的に返却されるので、お忙しい方やご来館が難しい方にも便利です。

★通信料は利用する方の負担となります。

○利用者ＩＤ 図書利用券（紫色のカード）の７桁の数字（ハイフンを除く）

○初期パスワード 西暦の生年月日８桁の数字

○市内在住、在勤、在学の方が利用できます。

※初回ログイン時に、「マイページ」で初期パスワードの変更手続きをお願いします。

ジュニア司書 ・ジュニア司書マイスター

八街市立図書館HPの

「電子図書館サービス」のバナーをクリック!

新型コロナウイルス感染症予防のため、ご協力をお願いします。

体調不良の時は

来館を控える
マスクの着用 手指の消毒 ソーシャルディスタンス 館内での会話

各種イベントの参加

や館内の装飾づくり

などもしています。



順位 著者名 順位 資　料　名 著者名

1 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨/著 29 フェイクフィクション 誉田 哲也/著

2 ミカエルの鼓動 柚月 裕子/著 29 刑事弁護人 薬丸 岳/著

2 探花 今野 敏/著 29 元彼の遺言状 新川 帆立/著

4 母の待つ里 浅田 次郎/著 29 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾/著

4 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬/著 29 ついでにジェントルメン 柚木 麻子/著

4 アクトレス 誉田 哲也/著 29 クスノキの番人 東野 圭吾/著

4 闇祓 辻村 深月/著 35 月の王 馳 星周/著

4 無明 今野 敏/著 35 白鳥とコウモリ 東野 圭吾/著

9 人面島 中山 七里/著 35 独り立ち 佐伯 泰英/著

9 燕は戻ってこない 桐野 夏生/著 35 勘定侍柳生真剣勝負　5 上田 秀人/著

9 あきない世傳金と銀 12 高田 郁/著 35 漆花ひとつ 澤田 瞳子/著

9 52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ/著 35 暴虎の牙 柚月 裕子/著

9 塞王の楯 今村 翔吾/著 35 暮鐘 今野 敏/[著]

9 鑑定人 氏家京太郎 中山 七里/著 35 婿どの相逢席 西條 奈加/著

9 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子/著 35 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子/著

9 清明 今野 敏/著 35 霧をはらう 雫井 脩介/著

17 ミチクサ先生  上 伊集院 静/著 35 カムカムマリコ 林 真理子/著

17 夏の体温 瀬尾 まいこ/著 35 ミス・サンシャイン 吉田 修一/著

17 女のいない男たち 村上 春樹/著 35 琥珀の夏 辻村 深月/著

17 きたきた捕物帖 宮部 みゆき/著 35 捜査線上の夕映え 有栖川 有栖/著

17 透明な螺旋 東野 圭吾/著 35 N 道尾 秀介/著

17 流浪の月 凪良 ゆう/著 35 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾/著

17 ないものねだるな 阿川 佐和子/著 35 小説8050 林 真理子/著

17 月下のサクラ 柚月 裕子/著 35 二重らせんのスイッチ 辻堂 ゆめ/著

17 黒牢城 米澤 穂信/著 35 野良犬の値段 百田 尚樹/著

17 師匠 坂岡 真/著 35 硝子の塔の殺人 知念 実希人/著

17 白医 下村 敦史/著

17 星を掬う 町田 そのこ/著

資　料　名

令和４年４月から７月までのベストリーダ（貸出の多かった小説・エッセー）

※本が見つからない時は、カウンターでお尋ねください。
貸出中の場合はご予約ください。



　　　　　司書のおすすめする１冊

『庭仕事の真髄 ～老い・病・トラウマ・孤独を癒す庭～』 スー・スチュアート・スミス／著 和田 佐規子／訳

コロナ禍で制約ある生活が続き、徐々にストレスが溜まる中、庭仕事に心惹かれた人は案外多いのかもし

れない。かく言う私もその一人だが、人はなぜ土や植物に触れると心癒されるのだろうか。本書は、復員

兵士の園芸によるリハビリや病院での試みなど、様々な実例をもとに、庭で自分を取り戻した人々を紹介

している。

ストレスを調整する能力を失った時、庭の面倒をみることにより、自分を思いやる感覚を見出し、回復し

ていく人々の様子を読み、私が庭に向かった理由も腑に落ちた。私の庭時間のお気に入りは、静かな早朝

露に濡れた花々を見る時。と言うとカッコイイが、早々に雑草が目に付き、大汗流しながら地面と格闘す

る日々を過ごしているのが実態である。

『ヒロシのソロキャンプ～自分で見つけるキャンプの流儀～』 ヒロシ／著 学研プラス

ブームに乗ってソロキャンプを始めてみた。

庭先で小さな焚火台に火を熾し、アイアンメスティンで調理する。

家族でBBQをするとつい大掛かりになってしまうが、独りBBQは気軽で後始末も簡単だ。焚火を眺めている

と日常の煩わしさを忘れ心が和む。

きっかけは、お笑い芸人ヒロシが森の中でひとり、キャンプをするテレビ番組から。彼が肩ひじ張らず、身

軽にキャンプをする姿に癒されたからだ。

紹介する本は、ヒロシ流のキャンプスタイルを紹介する本で、キャンプ道具の説明は初心者でもわかりや

すく、同じものが欲しくなる。

また、キャンプ場の選び方や火の熾し方の解説もあり、ソロキャンプ入門にうってつけだ。

『羆嵐（くまあらし）』 吉村 昭／著 新潮社

この本は、大正４年１２月、２日間のうちに犠牲者６人（妊婦がいたので７人）を出した実際の事件が元

になっている。

人間を“単なる食糧”と学習した一頭の羆（ひぐま）が、北海道苫前郡の貧しい開拓民集落を恐怖に陥れ、

追跡の警官隊をも怯えさせた。（犠牲となった家族の通夜の晩に再度襲いに来る、餌食にした人間はわず

かな部分しか残さないという恐怖と貪欲さ。）

近隣の町村にも口伝えで惨劇の話が伝わると市民の間に恐怖が拡大、陸軍が派遣されることになるが、到

着は数日後になってしまう。

急所（心臓と頭）に銃弾が当たらなければ不死身の羆に、村民が頼ったのは一人の猟師。酒が入ると人間

が変わってしまう猟師は、幾たびもの死線（羆とは数メートルで対峙、猟銃は単発銃、急所を外したら冷

静に２発目が撃てるのか）を超えてきたからなのであろう。

『昔話の扉をひらこう』 小澤 俊夫／著 暮しの手帖社

昔話研究の第一人者である著者が、「昔話」の持つ様々な力をわかりやすく解説してくれます。囲炉裏端

でおじいちゃん、おばあちゃんから子どもたちへと語り継がれてきた昔話には、子ども観、自然観、人生

観が語られています。身近な大人によって語られる話は、その声とともに、これから広い世界へ出て成長

していく子どもにとって、目に見えない、なんとなく感じる支えとなっていくと述べられています。

今、不安の多い時だからこそ、昔話の力、声の力を信じて伝えていこうではありませんか。

興味を持ったらすぐに読んであげられる、覚えて語るテキストにもなる小さなお話集も収録されていま

す。是非、昔話の扉を開けてみてください。



28日(日) ピーターラビット 95分
8月

えほんがうごくえいがかい
偶数月 第３日曜日 午前10時30分～・午後２時～（１日２回・約３０分）

114分

9月

図書館行事予定

パラダイスシアター
午前10時30分～・午後2時～（1日2回）　　：児童向け

14日(日) 禁じられた遊び 86分

4日(日) 青い山脈 90分

１1日(日) スノーホワイト 127分

18日(日)  世界名作劇場　母をたずねて三千里 90分

25日(日) スノーホワイト　氷の王国

8月21日
（日）

〇ねずみくんのチョッキ
〇りんごがたべたいねずみくん　他

３歳程度
～

八 街 市 立 図 書 館
発行：令和４年８月

TEL：０４３-４４４-４９４６ （午前9時～午後5時）

FAX：０４３-４４４-４０９６

HP：ｈｔｔｐs://www.library.yachimata.chiba.jp

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

満４歳～小学生（保護者は入れません）

毎週土曜日 午後３時～

受付：午後２時５０分～ 児童コーナー

定員：１5名（申し込み不要・先着順）

※定員を１０名から１５名に増員しました。

みなさんの参加をお待ちしています！

０歳～３歳のお子さんと保護者

毎月第４火曜日

受付：午前１０時３０分～

おはなしコーナー

定員：５組（申し込み不要・先着順）

【開館時間】

○火・木・土・日・祝 午前９時～午後５時

○水・金 午前９時～午後７時

※夜間開館（午後５時～午後7時）は八街市シル

バー人材センターの業務委託となり、貸出・返却

のみとなります。

【休館日】
○８月 １５日・２２日・２９日・３１日

○９月 ５日・１２日・１９日・２６日・３０日

○１０月 ３日・１０日・１７日・２４日・２８日・３１日

※１０月２３日（日）は、八街落花生マラソン大会の

ため臨時休館します。

（全て参加費は無料）

図書館からの情報発信！

○八街市立図書館（公式）ツイッター

@yachimata_lib

図書館からのお知らせ、イベント、新刊

案内など最新情報を更新しています。

ぜひ、フォローをお願いします！

○館内で配布しています！

・おはなし会の内容

・新着案内 SPEED＋＋

・パラダイスシアターの上映内容

※ＨＰにも掲載しています。

新しいDVD入りました！

パラダイスシアターで紹介した映画DVDを貸出しています。

利用券１枚で、合計２点まで貸出できます。

ぜひ、ご利用ください！

・「嵐を呼ぶ男」・・井上 梅次／監督・原作 石原 裕次郎／出演

北原 三枝／出演

・「イエスタデイ」・・ダニー・ボイル／監督・製作

ヒメーシュ・パテル／出演

リリー・ジェームズ／出演

・「インフェルノ」・・ロン・ハワード／監督・製作

トム・ハンクス／出演

フェリシティ・ジョーンズ／出演

・「奥さまは魔女」・・ノーラ・エフロン／監督・脚本・製作

ニコール・キッドマン／出演

ウィル・フェレル／出演

・「ＣＡＴＳキャッツ」・・トム・フーパー／監督・脚本・製作

フランチェスカ・ヘイワード／出演

ロビー・フェアチャイルド／出演

ほか


