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0299-92-3746

令和元年10月 20日（日）

１２時４５分 開場

１３時００分 開演

中央図書館 視聴覚室

携帯サイトＵＲＬ http://www.kamisu-tosho.jp/mobile/index.jsp

２０１９

図書館HP ＵＲＬ http://www.kamisu-tosho.jp

８月２日、市内の小学５・６年生、計８人が「一日図書館員」を務めました。また、夏休み中は

市内中学校の職場体験も受け入れました。体験した皆さんは、カウンターで貸出しや返却の処理を

したり、おはなし会で絵本の読み聞かせをするなど、図書館の様々な業務に携わりました。

一日図書館員・職場体験 実施報告
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開
館
時
間

中央図書館
火・水・土・日・祝 午前10時～午後6時

木・金 午前10時～午後7時

中央公民館図書室
午前10時～午後0時30分、午後1時30分～午後5時

※いばらき国体開催のため10月1日（火）～10月6日（日）は、臨時休館です。

うずも図書館 午前10時～午後6時

はさき生涯学習センター図書室 午前10時～午後5時

矢田部公民館図書室 午前 9時～午後5時

若松公民館図書室 午前10時～午後5時

１０月の休館日 毎週月曜日・館内整理日２日(水)

開館時間・休館日

一般書

1. そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ

2. 一切なりゆき 樹木希林

3. 沈黙のパレード 東野圭吾

4. 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき

5. 呪護 今野敏

6. シーソーモンスター 伊坂幸太郎

7. 樹木希林１２０の遺言 樹木希林

8. 検事の信義 柚月裕子

9. 大家さんと僕 矢部太郎

10.機捜２３５ 今野敏

児童書

1. 心ってどこにあるのでしょう？ こんのひとみ

2. もぐらはすごい アヤ井アキコ

3. 魔女ののろいアメ 草野あきこ

4. そらの１００かいだてのいえ いわいとしお

5. アンパンマンとひのたまこぞう やなせたかし

6. スタンリーとちいさな火星人 サイモン・ジェームズ

7. ぼくとニケ 片川優子

7. みんなのおばけずかん 斉藤洋

9. オリンピックのおばけずかん 斉藤洋

10.かべのむこうになにがある？ ブリッタ・テッケントラップ

CD

1. 青春エキサイトメント あいみょん

2. ＰＯＰ ＶＩＲＵＳ 星野源

3. ＢＯＯＴＬＥＧ 米津玄師

3. 海のｏｈ，ｙｅａｈ！！ サザンオールスターズ

5. ｄｉｏｒａｍａ 米津玄師

6. 「ボヘミアン・ラプソディ」オリジナル・サウンドトラック クイーン

7. Ｆｉｎａｌｌｙ 安室奈美恵

8. 初恋 宇多田ヒカル

9. 重力と呼吸 Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ

10.中島みゆき・21 世紀ベストセレクション「前途」 中島みゆき

ベストリーダー （２０１９．４．１ ～ ２０１９．９．２０）

ＤＶＤ

1. チア★ダン

1. 3 月のライオン 前編

1. トイ・ストーリー／謎の恐竜ワールド

1. モアナと伝説の海

5. 怪談レストラン １

5. 怪談レストラン ２

5. ペット

8. 3 月のライオン 後編

8. ズートピア

8. ぐでたま／日常編 ｖｏｌ．２



〈じどうしょ〉〈一般書〉

新着図書

タイトル・著者

義足と歩む 松島恵利子
ぎ そ く あ ゆ む まつしま え り こ

海辺の生きもの大探検！ 川嶋一成
う み べ だいたんけん かわしまかずなり

ねこの町のホテル プチモンド 小手鞠るい
まち こ で ま り

ゆるびーくんえんそくにいく 斉藤洋
さいとうひろし

怪談研究クラブ 笹原留似子
かいだんけんきゅう ささはら る い こ

ぼくらの地下迷路 宗田理
ち か め い ろ そ う だおさむ

おしりたんていラッキーキャットはだれのてに！

トロル

怪盗クイーン ニースの休日 はやみねかおる
かいとう きゅうじつ

たまごにいちゃんとたまごじいさん

あきやまただし

きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ

荒井良二
あ ら い りょうじ

おばあちゃん、ぼくにできることある？

ジェシカ・シェパード

おつきさまひとつずつ 長野ヒデ子
な が の こ

タイトル・著者

１日１ページ、読むだけで身につく世界の教養 現代編

デビッド・Ｓ．ギダー

秋山トレッキングサポートＢＯＯＫ

外国人・留学生を雇い使う前に読む本 永井弘行
な が い ひろゆき

災害に強いまちづくりは互近助の力 山村武彦
やまむらたけひこ

これまでの服が似合わなくなったら。 山本あきこ
やまもと

一度は買いたいＳＡ・ＰＡの「五つ星みやげ」

ちょっとリッチなフライパン煮込み 川上文代
かわかみふ み よ

台湾スイーツレシピブック 若山曜子
わかやまよ う こ

教養としてのロック名盤ベスト１００ 川崎大助
かわさきだいすけ

ぼくらがアニメを見る理由 藤津亮太
ふ じ つりょうた

熱視線 ミッツ・マングローブ

あなたに謎と幸福を 近藤史恵
こんどうふ み え

ナポレオン２ 佐藤賢一
さ と うけんいち

罪と祈り 貫井徳郎
ぬ く いとくろう

～こんなＤＶＤもあります！ vol.１ スポーツ編 ～

邦画・洋画・アニメ以外のDVDも所蔵しています。今回は、スポーツの秋にふさわしい

DVDを紹介します。

書名 出版社 請求記号

ＵＥＦＡ公式ＤＶＤ欧州サッカースーパーゴール コスミック出版 X78 ウエ

大人のためのロングボード・サーフィン エキスプレス X78 オト

ジュニア水泳ハウ・トゥ・レッスン 基礎編 日本サンテ X78 ジユ

ＦＵＴＳＡＬ ＤＶＤコンプリートセット セブンエイト X78 フツ

ミニバスケットボール

天才プレーヤーを育てるスポーツサプリ
ラウンドフラット X78 ミニ

図書館の書棚から



おはなし会

『たべもののおはなし』

中央図書館

１０月４日(金) 午後４時～

矢田部公民館図書室

１０月１１日(金) 午後４時～

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６

２７ ２８ ２９ ３０ ３１

赤ちゃんタイム（中央図書館）

赤ちゃんなど小さなお子さん連れの利用者が気兼

ねなく図書館を利用していただけるよう「赤ちゃん

タイム」を設けています。おはなし会や子育てコン

シェルジュによる出張相談もありますので、ぜひ赤

ちゃんを連れておこしください。

赤ちゃんタイム

毎週木曜日 午前１０時～１２時

■中央図書館 おはなしコーナー

赤ちゃんタイムおはなし会

午前１１時～

子育てコンシェルジュ出張相談

１０月１０・３１日

キッズタイム（うずも図書館）

毎週金曜日 午後３時～６時

小さなお子さんとゆっくり本を探して

もらうための時間を設けています。

らっこちゃんタイムｰおはなし会ｰ

『たべもののおはなし』

１０月４日(金) 午前１１時～

（受付10時 30分～）

中 央 図 書 館 集 会 室 ３

※参加する月に３歳の誕生日を迎える市

内在住のお子さんには、絵本のプレゼン

トをします。プレゼントには、本人の利

用カードとおはなし会の参加が必要で

す。当日利用カードの登録される場合

は、本人確認ができる証明書をお持ちく

ださい。

※毎週土曜日

１０月 ５日『ふるさと再生日本の昔ばなし

／かぐや姫ほか』 (６７分)

１０月１２日『おしりたんてい／ププッとかいけつ！

おしりたんていとうじょう！』 (６０分)

１０月１９日『わしも ５／わしもとりんも』 (６０分)

１０月２６日『おまえうまそうだな』 (８９分)

※毎月第４日曜日

１０月２７日『億万長者に恋する方法』 (９０分)


