
八街市立図書館

本の福袋
どんな本が入っているかは借りてからのお楽しみ。いつもと違った

ジャンルの本に出会えるチャンスを、お見逃しなく！

○日時：1月5日(木)～無くなり次第終了

○場所：図書館

○貸出期間：2週間

○福袋内容：一般向け、児童向け 計50セット

１０月２９・３０日に「ぬいぐるみと図書館へおいでよ！」を開催しました。

お気に入りのぬいぐるみと図書館に来てくれたのは、２日間で１６人のお子さんたち。

このイベントの時には、大きなぬいぐるみのくま館長が登場します。

楽しい本をぬいぐるみと読んでいるところや、おはなし会をしているところを撮影して、

後日プレゼントしました。お気に入りのぬいぐるみと図書館で過ごした時間をずっと

覚えていてくれるとうれしいです。

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。今年度ジュニア司書11期生2人、ジュニア司書マイスター7期生4人が仲間入りします。

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

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。

くま館長



順位 著者名 順位 資　料　名 著者名

1 佐伯 泰英/著 29 もう別れてもいいですか 垣谷 美雨/著

2 流浪の月 凪良 ゆう/著 29 琥珀の夏 辻村 深月/著

3 佐伯 泰英/著 29 こいごころ 畠中 恵/著

3 佐藤 愛子/著 29 老いを愛づる 中村 桂子/著

3 和田 秀樹/著 29 家族のようなあなたへ 石井 ふく子/著

6 屋敷 康蔵/著 29 クスノキの番人 東野 圭吾/著

6 佐伯 泰英/著 29 紙の梟 貫井 徳郎/著

6 東野 圭吾/著 29 幸田文生きかた指南 幸田 文/著

6 清明 今野 敏/著 29 あと２０年！おだやかに元気に８１歳に向かう方法 保坂 隆/著

6 東野 圭吾/著 29 ライオンのおやつ 小川 糸/著

11 小説8050 林 真理子/著 29 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子/著

11 きたきた捕物帖 宮部 みゆき/著 29 石礫 今野 敏/著

11 アクトレス 誉田 哲也/著 29 競争の番人 新川 帆立/著

11 東野 圭吾/著 29 先祖探偵 新川 帆立/著

11 婿どの相逢席 西條 奈加/著 29 作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里/著

11 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月 裕子/著 29 孤蝶の城 桜木 紫乃/著

17 上田 秀人/著 29 内憂 上田 秀人/著

17 母の待つ里 浅田 次郎/著 47 アナベル・リイ 小池 真理子/著

17 霧をはらう 雫井 脩介/著 47 60年前と現在の世界地図くらべて楽しむ地図帳 関 眞興/著

17 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾/著 47 財布は踊る 原田 ひ香/著

17 垣谷 美雨/著 47 晩秋行 大沢 在昌/著

17 無明 今野 敏/著 47 崑ちゃん90歳今が一番、健康です！ 大村 崑/著

17 中山 七里/著 47 よって件のごとし 宮部 みゆき/著

17 湊 かなえ/著 47 その日まで 瀬戸内 寂聴/著

17 東野 圭吾/著 47 ボクと、正義と、アンパンマン やなせ たかし/著

17 今野 敏/著 47 80歳、何かあきらめ、何もあきらめない 萩本 欽一/著

17 村山 由佳/著

17 堂場 瞬一/著鷹の系譜

資　料　名

令和４年８月から１０月までのベストリーダ（貸出の多かった本）

※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。

狂う潮

九十八歳。戦いやまず日は暮れず

八丁越

住宅営業マンぺこぺこ日記

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人

60代から心と体がラクになる生き方

風に訊け

希望の糸

沈黙のパレード

日雇い浪人生活録　１３

あきらめません！

棘の家

落日

魔力の胎動

任侠楽団

星屑



　　　　　司書のおすすめする１冊

『カタニア先生はキモい生きものに夢中！～その不思議な行動・進化の謎をとく～』

ケネス・カタニア／著 的場 知之／訳 化学同人

みなさんは、声も出せないほど不気味な生き物が目の前に現れたらどうしますか。現実逃避をし

て見なかったことにしますか。それとも、その生き物と対決し害のない場所にリリースしますか。

はたまた、この気色悪い生き物は何なんだろうと好奇心にかられますか･･･。

まさに、この本の表紙をめくると、かなりインパクトのある写真が目に飛び込んできます。目を

引くのは顔の先端にある、赤い花の形をした「もの」。ホシバナモグラという小動物の写真です。

他にも聞いたことのない、ヒゲミズヘビや小さなトガリネズミ、『ゾンビを作る「宝石バチ」』等、

見た目もさる事ながら、その生き物の生態の謎や「キモい」事について紹介してくれます。

『雲を紡ぐ』 伊吹 有喜／著 文藝春秋

～東京に住む高校生の美緒は、いじめにより学校に行けなくなっている。父は、勤務先の電機メ

ーカーが業績不振で先が見えない。中学の英語教師である母はインターネットの掲示板で批判され

ており、それぞれが八方塞がりな日々を送っていた。美緒は、父方の祖父母が初宮参りの時につく

ってくれた赤いショールにくるまっていることで、心を保っていた。しかし、それを母に捨てられ

たと思い、衝動的に家を飛び出して、赤ちゃんの時以来会ったことのない祖父の工房がある岩手県

へ向かう。～

私は、この本で、ホームスパンというものを知りました。ホームスパンは「家で紡ぐ」の意で、

羊毛を染色し、手で紡いだ毛織物のこと。汚れた羊毛を洗うところから、製品が出来上がるまでの

過程を知り、きっと今まで触ったことがない雲のような感触なのだろうと想像しました。また、

この小説は、じゃじゃ麺、パン、お菓子などのおいしそうな物や、岩手山、北上川などの美しい

風景も魅力的です。ぜひ、盛岡に行ってこの小説の世界を体感してみたいです。

『５分で読める！ひと駅ストーリー食の話』

「このミステリーがすごい！」大賞×日本ラブストーリー大賞×「このライトノベルがすごい！」大賞

「このミステリーがすごい！」編集部／編 宝島社

ある日、食堂で丼飯を食べていた青年は、その食べっぷりのよさを見ていたある男に頼み事をさ

れます。それは、とにかくご飯を食べ続けること。ごはんの神様のための古い風習だといわれるの

ですが、その真意はいったい？！この本は「食」にまつわるストーリーをまとめた短編集となって

います。ドラム缶で巨大なプリンをつくる高校生たちの話など、不思議な話や面白い話を楽しむこ

とができます。読み終わったあとは、何も食べてなくてもおなかいっぱいになるかも？！

「食」に興味のある方はぜひご一読ください。

『誰でも30分で絵が描けるようになる本 たった「4つのステップ」で、驚くほど絵が上手くなる!』

マーク キスラー／著 井上 麻衣／訳 東洋経済新報社

絵を描くことを難しく考えていませんか？

最初から上手に描こうとか、実物の通りに描かなくちゃって思ってしまうとうまくいかないもので

す。失敗を恐れず、まずはこの本の通りに描いてみてください。ユーモアたっぷりの筆者のアシス

トと、数々のヒントがきっと絵を完成まで導いてくれます。時には、身近にある意外なものを使っ

てみたり、驚きのテクニックも登場します。この本を開いた「きっかけ」を大事に、絵を描き続け

ることでどんどん上達します。そして、何よりも大事なのは、例え上手くいかなくても諦めないこ

とです。継続は力なり！本に絵を描く欄がありますが、直接書き込むのはどうかご遠慮くださいね。

白い紙を用意したら、一風変わったレッスンを始めてみませんか？

※電子書籍もあり



　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

11月

3日(木) 【文化の日　特別映画会】講談師　神田松之丞 110分

6日(日) BALLAD　バラッド名もなき恋のうた 132分

２0日(日) 「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　1巻」より　第6話～第10話 45分

２7日(日) 家康、江戸を建てる（前編・後編） 145分

12月

４日(日) ［向田邦子シリーズ］蛇蝎のごとく　上巻（第1話・第2話）　 138分

１１日(日) ［向田邦子シリーズ］蛇蝎のごとく　下巻（最終話） 69分

２５日(日) 紅白が生まれた日 72分

１月

   15日(日) 「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　2巻」より第11話～第15話 45分

   22日(日) キタキツネ物語 117分

29日(日) スープ・オペラ 119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）

12月18日
（日）

〇ちいさなきいろいかさ
〇まこちゃんのおたんじょうび
〇はけたよはけたよ

３歳程度
～

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人（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

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）

八 街 市 立 図 書 館
発行：令和4年11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

【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】
○１１月７日・１４日・２１日・２８日・３０日

○１２月５日・１２日・１９日・２６日・２８日～３１日

○ １月１日～４日・８日・９日・１６日・２３日

・３０日・３１日（１月８日は二十歳を祝う会が中央公

民館で行われるため、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
年末年始の休館のお知らせ

１２月２７日（火）が年内最後の開館日となります。

１２月２８日（水）～１月４日（水）まで休館いたしま

す。ご理解ご協力をお願いいたします。

冬のおはなし会スペシャル
おはなしや大型絵本・影絵を行います。

サンタクロースも来るかも！？

日時：１２月１７日（土）午後３時～３時３０分

受付：午後２時５０分

対象：子ども～大人

（市内在住・在勤・在学の方を優先）

定員：１０組（申し込み順）

申込：１２月１日（木）～

図書館カウンターまたは電話で申し込み。

（１１月１３日（日）はジュニア司書・ジュニア司書マイス

ター認定式のため、パラダイスシアターはお休みです）


