
普段は入れない書庫に入って本を選ぶことができます。

新たなる出会いと発見を求めて書庫をのぞいてみませんか？

実施日： ６月１９日（日）

時 間： 午前１０時～午後４時まで（１回３０分まで）

場 所： 図書館１階書庫（主に日本文学を所蔵）

※当日、カウンターで受付をお願いします（入庫制限あり）

インターネット環境があれば、パソコンやタブレット、スマートフォンで電子書籍を楽しむことがで

きます。図書館に行かなくても、２４時間、本を借りることができ、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。

どうぞご利用ください。

○利用者ＩＤ 図書利用券の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。

書庫開放します！

本を差し上げます（図書のリサイクル）

・通常開館しています（夜間開館、イベント等も再開しました。）

・引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施しています。

入館の際には、マスクの着用、手指消毒をお願いします。

・敷地内、公民館がワクチン接種会場となっております。

駐車場の誘導整備を行っています。

ご協力をお願いいたします。

・今後、まん延防止等重点措置の適用等を受けると、

利用が制限される可能性があります。

八街市立図書館

～お 知 ら せ～

手指の消毒 マスクの着用 ソーシャルディスタンスを

保ちましょう

市民の方に有効活用していただくため、年月を経て役目を終えた

本をさしあげています。

（２月の開催予定を延期しました。）

日時：５月２９日（日）まで（休館日を除く開館時間内）

場所：八街市立図書館 １階通路

電子書籍もご利用ください

八街市立図書館HPの

「電子図書館サービス」をクリック！

用意した本がなくなり次第終了になります。



一般書の部ベストリーダ１０

1 三つ巴　（新・酔いどれ小籐次　２０） 佐伯 泰英／著

2 清明　(隠蔽捜査　８） 今野 敏／著

3 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾／著

4 白鳥とコウモリ 東野 圭吾／著

魂手形 三島屋変調百物語七之続 宮部 みゆき／著

祇園会　 (新・吉原裏同心抄　４) 佐伯 泰英／著

沈黙のパレード 東野 圭吾／著

クスノキの番人 東野 圭吾／著

心淋し川 西條 奈加／著

52ヘルツのクジラたち 町田 そのこ／著

推し、燃ゆ 宇佐見 りん／著

マスカレード・ナイト 東野 圭吾／著

大義（横浜みなとみらい署暴対係） 今野 敏／著

乱癒えず（新・吉原裏同心抄 ３） 佐伯 泰英／著

ティーンズの部ベストリーダ１０

1 本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤 孝／著

14歳のための物理学 佐治 晴夫／著

基礎からわかる数学入門 遠山 啓／著

薬屋のひとりごとのシリーズ 日向 夏／[著]

こころ （集英社文庫） 夏目 漱石／著

これまでヒミツにされてきた誰でもトップ層に入れる中学生の勉強法 石田 勝紀／著 

10代の「めんどい」が楽になる本 内田 和俊／著

鬼滅の刃 ノベライズ 松田 朱夏／著

マンガでわかる!中学生からの最強の勉強法 坂本 七郎／著

苦手な化学を克服する魔法の本 予備校の先生がキミに贈る! 大宮 理／著

小説はたらく細胞 時海 結以／著

電子書籍ベストリーダ２０
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リュウジ式悪魔のレシピ

るるぶ千葉房総’22

ライオンのおやつ

ながめるだけで脳が活性化する魔法のイラスト集

心配事の9割は起こらない  電子書籍版

100円グッズで気分が上がる!収納＆お部屋アレンジ

わたしの「ノート＆手帳」ルール

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。正

料理片づけ掃除の時短習慣。

草取りにワザあり!　電子書籍版

読者が選んだ“くり返し作りたい”史上最高レシピ！がギュッと一冊に！永久保存版

50代から生涯暮らすリフォーム

「ちゃんとしなきゃ！」をやめたら二度と散らからない部屋になりました

しばんばん

やみつきバズレシピ　電子版

まんがでわかる地頭力を鍛える

まんがで丸わかり思わず納得!世界100の名言

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方

ぼのぼの名言集 上 今日は風となかよくしてみよう 電子書籍版

もっともっと知りたい無印良品の収納



　

　

えほんのベストリーダ１０

1 まどをトントントン なかの ひろたか／え

2 せんたくかあちゃん さとう わきこ／さく・え

はらぺこあおむし エリック カール／さく 

カボチャばたけのはたねずみ 木村 晃彦／さく

5 かえるをのんだととさん（日本の昔話） 斎藤 隆夫／絵

6 とん　ことり 林 明子／え

7 こわがりのはしごしゃ なかの ひろたか／え

8 しおちゃんとこしょうちゃん

ぐりとぐら 大村 百合子／え（やまわきゆりこ）

どろんこハリー マーガレット ブロイ グレアム／え

児童書ものがたりベストリーダ２０

おしりたんていのシリーズ はんぴらり！のシリーズ

エルマーのぼうけんのシリーズ こまったさんのラーメン

3 ふしぎ駄菓子屋銭天堂のシリーズ 十年屋のシリーズ

4 番ねずみのヤカちゃん らいおんみどりの日ようび

5 おばけずかんのシリーズ おっちょこ魔女先生のシリーズ

6 ムーミン全集　5 ほうきにのれない魔女

妖怪の子預かりますのシリーズ 魔女のうらないグミ

獣の奏者 機関車トーマス

9 ルルとララのシリーズ うみのとしょかん

まほうのじどうはんばいきのシリーズ ノラネコぐんだんと金色の魔法使い

かいけつゾロリのてんごくとじごく きかんしゃ１４１４

ＣＤベスト貸出１０

キース・ジャレット・スタンダーズ・ケルンコンサート/キース・ジャレット

昭和の演歌大ヒット/細川 たかし、美空 ひばり他

昭和伝説こころの歌　昭和４０年～５０年/都 はるみ他

瞬間的シックスセンス/あいみょん

ＫＩＬＬＥＲ　ＳＴＲＥＥＴ/サザンオールスターズ

ＰＯＰ　ＶＩＲＵＳ/星野 源

人気のコーラスソング/「花は咲く」「あすという日が」「翼をください」他

永遠の映画音楽デラックス/「タラのテーマ」「虹の彼方に」「エデンの東」他

10 Ｓｐｉｔｚ　ＣＹＣＬＥ　ＨＩＴ　１９９７～２００５/スピッツ
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ルース・エインズワース／さく　こうもと　さちこ／やく・え 

1

6

8

1

7

10

ＢＯＯＴＬＥＧ/米津 玄師

２０２１年度に一番読まれた本は？ 貸し出された本は？ ＣＤは？ と気になるベストを集

計してみました。

あなたは、もう読みましたか？ 聴きましたか？ まだなら是非お試しください。

２０２１年度八街市立図書館なんでもベスト



　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

5月

15日(日) 長ぐつをはいたネコ 90分

22日(日) インフェルノ 121分

29日(日) キャッツ 110分

6月

５日(日) 夜霧よ今夜も有難う 93分

１２日(日) 奥さまは魔女 102分

２６日(日) ゴーストバスターズ（2016年版） 116分

7月

3日(日) 父の詫び状 90分

10日(日) シンドバッド　７回目の航海 88分

17日(日)
スポンジ・ボブ

海のみんなが世界を救Woo！ 92分

24日(日) シンドバッド　黄金の航海 105分

31日(日) マンマ・ミーア！　ヒア・ウィー・ゴー 114分

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）

6月1９日
（日）

〇ミッフィーのたんじょうび
〇おかのうえのボリス　他

３歳程度
～

八 街 市 立 図 書 館
発行：令和４年５月

TEL  ：０４３-４４４-４９４６ （午前9時～午後5時）

FAX ：０４３-４４４-４０９６

HP ：ｈｔｔｐs://www.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：１０名（申し込み不要・先着順）

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】
○５月 ２日・ ９日・16日・23日・30日・31日

○６月 ６日・１3日・20日・27日・30日

○７月 ４日・1１日・18日・25日・29日

（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。

絵本の読み聞かせ講座
絵本の読み聞かせは、心の豊かさを育むといわれ、幼稚

園や小学校などで取り入れられています。園児や児童の

グループへの読み聞かせの方法や、絵本の選び方につい

て学んでみませんか？

と き：6月２２日（水）・２９日（水）

午前10時～11時３０分（全2回講座）

ところ：図書館

対 象：一般（市内在住・在勤者優先）

参加費：無料

定 員：5人（申込順）


