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神栖市立図書館

<<<<<<<<<<<＜今月の内容＞>>>>>>>>>>>

・10 月の行事予定 ・貸出ベスト 1０（７月～９月）

・新着ピックアップ◆秋の夜長に DVD を楽しみたい ・Q&A 予約の連絡方法について

中央図書館は、今年開館３０周年を迎えました。そこで、これまでの３０年間を振り返ると題して、

主な出来事をお知らせしていく 6 回連載予定の第２回目です。今回は１９９５年からの５年間です。

・１９９５年（平成７年）
１月：著者を囲む会（長部日出雄氏）を開催

６月：文学散歩（筑波・真壁方面）の実施

１０月：図書のリサイクルの実施

１２月：著者を囲む会（藤原てい氏）を開催

・１９９６年（平成８年）
３月：前年度個人貸出数が５０万冊を超える

１０月：文学散歩（水海道・伊奈方面）の実施

１２月：著者を囲む会（松谷みよ子氏）を開催
文学散歩（筑波・真壁方面､1995 年）

・１９９７年（平成９年）
５月：中央図書館の駐車場を拡張整備

７月：文学散歩（水戸方面）の実施

・１９９８年（平成１０年）
２月：著者を囲む会（荒俣宏氏）を開催

６月：ヤングアダルト通信を開始

１２月：著者を囲む会（谷村志穂氏）を開催

・１９９９年（平成１１年）
３月：前年度個人貸出数が６０万冊を超える

５月：こどもまつりを開始

６月：ヤングアダルト投稿コーナーを開始 著者を囲む会（谷村志穂氏、1998 年）

９月：著者を囲む会（村松友視氏）を開催

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

２ ０ ２ ０

図書館 HP ＵＲＬ https://www.kamisu-tosho.jp

図書館３０周年！「３０年間を振り返る」第２回



◎１０月の予定◎
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５

休館

６ ７

休館

（館内整理日）

８ ９ １０

１１ １２

休館

１３ １４ １５ １６ １７

１８ １９

休館

２０ ２１ ２２ ２３ ２４

２５ ２６

休館

２７ ２８ ２９ ３０ ３１

こども映画会

３日 こねこのぴっち（30 分）
10日 コレナンデ商会コレコレ（46 分）

17日 おしりたんてい 1（60 分）

24日 ピーターパン（７7 分）

31日 ハンターズ（７7 分）

一般映画会

２５日 Ｓ.Ｗ.Ａ.Ｔユニット８８７（96 分）。

誘拐事件を解決するために奔走する SWAT 隊

員たちの、事件発生から人質救出までの緊迫

の 24時間を描く。2015 年アメリカ。

キッズタイム
●毎週金曜日 15:00～18:00

◆うずも図書館

赤ちゃんタイム
●毎週木曜日 10:00～12:00

◆中央図書館

らっこちゃんタイム
ｰおはなし会ー

おはなし会

●２日（毎月第 1金曜日） 11：00～

◆中央図書館 集会室３（定員１２組）

２～３歳対象のおはなし会。今年度３歳になるお

子さんには絵本をプレゼント！参加予約は直接

カウンターかお電話で（０２９９－９２－３７４６）。

今月のテーマ：のりもののおはなし

●２日（毎月第 1金曜日）16:00～
◆中央図書館 視聴覚室（定員 1８名）

●９日（8，9，10，2，3 月第 2金曜日）16:00～

◆矢田部公民館 視聴覚室（定員 1８名）

●毎週土曜日 14：30～

◆中央図書館 視聴覚室

●毎月第４日曜日 14：30～

◆中央図書館 視聴覚室



■貸出ベスト 10（一般書・児童書・ＤＶＤ）■ ＜2020年７～９月＞

◎一般書

◎児童書

◎ＤＶＤ＜洋画・邦画＞ ◎ＤＶＤ＜アニメなど＞

貸出回数 タイトル 著者

38 流浪の月 凪良ゆう

36 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ

34 きたきた捕物帖 宮部みゆき

31 クスノキの番人 東野圭吾

カケラ 湊 かなえ

29 少年と犬 馳 星周

28 希望の糸 東野圭吾

妖（あやかし）の掟 誉田哲也

いちねんかん 畠中 恵

27 業務スーパーやみつきレシピ 業務スーパー

オフマイク 今野 敏

貸出回数 タイトル 著者

４６ ながーい５ふん みじかい５ふん リサ・G・スキャンロン

36 山のちょうじょうの木のてっぺん 最上一平

35 タヌキのきょうしつ 山下明生

3２ ねこと王さま ニック・シャラット

3１ 北極と南極の「へえ～」くらべてわかる地球のこと 中山由美

３０ うみの１００かいだてのいえ いわいとしお

ポリぶくろ、１まい、すてた ミランダ・ポール

2８ えんそくのおばけずかん 斉藤 洋

27 月と珊瑚 上條さなえ

26 青いあいつがやってきた！？ 松井ラフ

しょうがくせいのおばけずかん 斉藤 洋

貸出回数 タイトル

19 コードブルー／ドクターヘリ緊急救命

18 キングダム

14 人魚の眠る家

ザ・ファブル

13 アラジン

終わった人

スマホを落としただけなのに

こんな夜更けにバナナかよ

居眠り磐音

貸出回数 タイトル

18 おしりたんてい ７

ペット ２

１７ モアナと伝説の海

リメンバー・ミー

16 怪盗グルーのミニオン大脱走

君の名は。

ぐでたま／日常編Ｖｏｌ，２

１５ おしりたんてい ２

トイ・ストーリー ４



秋の夜長に楽しみたいDVD

Ｑ：予約資料の連絡方法は？

Ａ：メールか電話が選べます。

予約資料がご用意できたときの連絡方法は①メール ②電話 ③連絡不要から選べます。

①メール 図書館HP→利用者メニュー新規登録（利用者番号、パスワード等登録）→ログイン→※パ

スワード変更・メールアドレス登録→メールアドレス入力→予約連絡方法：メールを選択→登録

※パスワードを変更しない場合はパスワードは空欄のままでかまいません。変更する際のみ入力

図書館のメールアドレス toshokan@kamisu.tosho.jp からのメールが受信できるようにしてください。

②電話 日中に連絡のつく電話番号を登録してください。留守番電話の設定もしていただけると助

かります。

③連絡不要 ご自分で利用者メニューから確認するため連絡はいらないという方

◎開館時間◎

◎ドクタースリープ

152 分・2019 年アメリカ

主演：ユアン・マクレガー

あの『シャイニング』から 40 年。惨劇を

生き延びた息子・ダニーは引き寄せら

れるように再びホテルへ…。

◎よこがお

111 分・2020 年日本

主演：筒井真理子

平凡で善良に生きていた訪問看護師

が、ある事件をきっかけに不条理に人

生を奪われ転落していく。

◎おじいさんと子猫の魔法の家

86分・2013 年ベルギー・フランス

心優しいマジシャンのローレンスおじ

いさんに拾われた子猫サンダー。お

じいさんをだまそうとする悪者をや

っつけようと奮闘するが…。

◎チェルノブイリ①～③

320分・2019 年アメリカ・イギリス

1986 年に起きたチェルノブイリ原発

事故。現場では何が起きていたのか、

緊迫の日々をドラマ化。エミー賞、ゴ

ールデングローブ賞受賞作。全３巻。

◎北アルプス ドローン大縦走

73 分・2018 年日本

登山はしない人でも、ドローンが映し

出す槍ヶ岳や北穂高岳の圧巻の姿に

は息を飲むはず。続編に『劔・立山』

『黒部源流の山々』もあり。

◎ざんねんないきもの事典 ２

50分・2020年日本

「ダチョウは脳みそが目玉より小さ

い」?! ざんねんすぎて愛おしいさま

ざまな生き物たちを紹介したベスト

セラーの続編が登場！

中央図書館 火水土日祝 10時～１８時 木金 10 時～１９時

うずも図書館 10 時～１８時

中央公民館図書室 10時～１２時 30 分、１３時 30分～１７時

矢田部公民館図書室 ９ 時～１７時

若松公民館図書室／はさき生涯学習センター図書室 10 時～１７時

としょかん

こんなとき

どうしたら？


