
横山　秀夫/著

○四色の藍

○眩

○ポイズンドーター・ホーリーマザー

○つまをめとらば

○クライマーズ・ハイ

西條　奈加/[ほか]著

朝井　まかて/著

湊　かなえ/著

青山　文平/著

八街市立図書館

新しい大活字本が入りました！
新たに購入した大活字本をご紹介します。

夏季活動に引き続き、冬季期間中も図書館で開催する子ども向けの「おはなし会スペシャル」

への参加やカウンターでの接客業務、ツリー飾りづけ、館内の展示本を展示する際の館内装

飾の作成など、さまざまな活動をおこないました。

参加したジュニア司書・ジュニア司書マイスターたちは、改めて活動の楽しさを実感したようで

す。活動を通して、図書館のために貢献しようとする意識も高まっています。

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。

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。

インターネットを通じて、お手持ちのパソコ

ン・タブレット・スマートフォンなどから２４

時間いつでもご利用になれます。

利用できる方：紫色の図書利用券をお持ちの

※

ます。



順位 著者名 順位 資　料　名 著者名

1 佐伯 泰英/著 24 任俠楽団 今野 敏/著

2 流浪の月 凪良 ゆう/著 24 夜に星を放つ 窪 美澄/著

3 東野 圭吾/著 24 先祖探偵 新川 帆立/著

4 風に訊け 佐伯 泰英/著 24 財布は踊る 原田 ひ香/著

5 汝、星のごとく 凪良 ゆう/著 24 なんとかしなくちゃ。 恩田 陸/著

6 マスカレード・ゲーム 東野 圭吾/著 24 母の待つ里 浅田 次郎/著

6 高瀬 隼子/著 24 ハヤブサ消防団 池井戸 潤/著

6 作家刑事毒島の嘲笑 中山 七里/著 24 一人二役 佐伯 泰英/著

6 マル暴ディーヴァ 今野 敏/著 38 リバー 奥田 英朗/著

6 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤 愛子/著 38 盤上の向日葵 柚月 裕子/著

6 特殊清掃人 中山 七里/著 38 鷹の系譜 堂場 瞬一/著

6 老害の人 内館 牧子/著 38 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬/著

14 あきらめません! 垣谷 美雨/著 38 子宝船 宮部 みゆき/著

14 元彼の遺言状 新川 帆立/著 38 透明な螺旋 東野 圭吾/著

14 首切り島の一夜 歌野 晶午/著 38 奇跡 林 真理子/著

14 アナベル・リイ 小池 真理子/著 38 琥珀の夏 辻村 深月/著

14 名乗らじ 佐伯 泰英/著 38 リバース 湊 かなえ/著

14 狂う潮 佐伯 泰英/著 38 クスノキの番人 東野 圭吾/著

14 勘定侍柳生真剣勝負６ 上田 秀人/著 38 おもみいたします あさの あつこ/著

14 八丁越 佐伯 泰英/著 38 ほんとうの定年後 坂本 貴志/著

14 魔力の胎動 東野 圭吾/著 38 掬えば手には 瀬尾 まいこ/著

14 きたきた捕物帖 宮部 みゆき/著 51 暗約領域 大沢 在昌/著

24 闇の聖域 佐々木 譲/著 51 オトナ女子のすてきな語彙力帳 吉井 奈々/著

24 乱鴉の空 あさの あつこ/著 51 invert 相沢 沙呼/著

24 東野 圭吾/著 51 いけない 道尾 秀介/著

24 烏の緑羽 阿部 智里/著 51 吉原と外 中島 要/著

24 棘の家 中山 七里/著

24 機械仕掛けの太陽 知念 実希人/著

資　料　名

令和４年11月から令和５年１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。

御留山

沈黙のパレード

おいしいごはんが食べられますように

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人



　　　　　司書のおすすめする１冊

『なんとかしなくちゃ。青雲編』

恩田陸／著 文藝春秋

大阪海産物問屋の息子を父に、東京老舗和菓子屋の娘を母に持つ、「梯結子」の幼少期から大学

卒業までのお話。結子は4人兄弟の末っ子だけあって、周りを観察する才能に長けていて、自分が

「キモチワルイ」と思う身近な困りごとを次々と解決していく。

映画「大脱走」を見て､一匹狼のスティーブ・マックイーンではなく、顔の広さと観察力が必要な

調達屋ジェームズ・ガーナーに憧れる結子がとてもユニーク。次は何を見つけ解決していくのか、

ワクワクする。読み終えて本を閉じた時、表紙が「受付印」になっているのに改めて気付いてニン

マリ。装丁家の名前を探してしまった。いろんな意味で続きが楽しみ！

『９０枚のイラストで世界がわかる はじめての地政学』

いつかやる社長／著 ｉｋａ／イラスト 飛鳥新社

「地政学」という言葉を知っていますか？ロシアによるウクライナ侵攻を機によく聞かれるよう

になりましたが、「地政学」とはどういう学問なのでしょうか？この本は「地政学」を知らない人

や、「△×〇学」という難しく寄り付きがたいイメージを持つ人におすすめです。

まず、１つのテーマが見開きで紹介されていて、その内容も端的でわかりやすいです。また、基

本的なことから現在進行中のことまで載っています。一見すると、各国が動物のイラストで表され

ているので子ども向けのようにも見えますが、大人でもその国の歴史・地理・政治経済・時事問題が

学べる「地政学」初心者必見の１冊です。

『抱きしめられたい』

糸井 重里／著 ほぼ日

本を沢山読んでいるみなさんにとってこの本は、初めて手にした時にきっと「なんだこの自由奔

放な本は！」と声に出してしまうかもしれないです。色画用紙に印刷されているようで普通の本よ

りもなんか自由だし、ページを開いてみたら写真やイラストがいろんなページにあるし、本なのに

マンガのコマやフキダシみたいなものもある。文章もノートの切れ端にさっとメモ書きしたように

さくさく軽くて、でもじっくり本の１節を読んでいるような・・・。けれどどこのページも読み終

えた時に、体のどこかにすうっと溶けてじんわり温かくなる。そんな作品です。

みなさんもこの本と一緒に、のんびり自由に読書してみませんか？

『地図でスッと頭に入る世界の民族と紛争』

祝田 秀全／監修 昭文社

ロシアのウクライナ侵攻やヨーロッパの移民・難民問題など、今、あらためて世界の民族対立が

浮き彫りとなっています。島国で暮らす日本人は民族紛争の経験が少ないため、実感を持ってとら

えることが難しいと思います。しかし、世界の国々を知り、理解するには民族について考えること

が重要な視点の１つとなります。

この本は、民族の基本から各地域の民族とそこで起こっている紛争について、地図やグラフを交

えながら、わかりやすく解説しています。文章も簡潔にまとめられているので理解しやすいです。

民族について学ぶことで、世界の歴史・経済や宗教を学ぶことができます。同じ地球に暮らす私た



26日(日) おくりびと 131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）

2月19日
（日）

〇こねこのぴっち
5歳程度

～

3月

5日(日) 大河ドラマ　西郷どん　総集編　1 109分

12日(日) 大河ドラマ　西郷どん　総集編　2 149分

19日(日) 「ふしぎ駄菓子屋銭天堂　二巻」より　第十六話～第二十話 45分

　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

2月
5日(日) 大河ドラマ　徳川慶喜　総集編　1 116分

12日(日) 大河ドラマ　徳川慶喜　総集編　2 116分

八 街 市 立 図 書 館
発行：令和５年２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：１5名（申し込み不要・先着順）

０歳～３歳のお子さんと保護者

3月２８日・毎月第４火曜日

（2月２８日は休館のためありません）

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。この時間帯の予約取り置き本の

貸出しは必ず、カウンター職員にその旨お伝えく

ださい。

【休館日】
○２月 ６日・1３日・2０日～２８日

○３月 ６日・1３日・２０日・2７日・31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

・ちゅうちゅうつうしん

・中学生向ブックリスト

※ＨＰにも掲載しています。

～特別整理期間（蔵書点検）の休館のお知らせ～

２月２０日～２月２８日は、特別整理期間のため、

休館いたします。

ご理解ご協力をお願いいたします。

電子図書館をご利用ください
インターネットを通じて、お手持ちのパソコ

ン・タブレット・スマートフォンなどから２４

時間いつでもご利用になれます。

利用できる方：紫色の図書利用券をお持ちの

市内在住・在勤・在学の方

貸出期間：２週間

貸出冊数：３冊

予約冊数：３冊（取り置き期間は１週間）

※利用は無料です。通信料は利用者負担となり

ます。

（２月２６日（日）は特別整理期間（蔵書点検）のため、

パラダイスシアターはお休みです。）

館内照明が明るくなりました！！

照明をＬＥＤ電球に変え、館内が明るくなりました。

工事期間中はご迷惑をおかけしました。

より快適な環境で読書をお楽しみください。


