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神栖市立図書館
<<<<<<<<<<<＜今月の内容＞>>>>>>>>>>>

・11 月の行事予定

・参考図書を使いこなそう＜Part 1＞

・本のお楽しみ袋開催中！

・Ｑ＆Ａ 資料のコピーについて

図書館３０周年！「３０年間を振り返る」第３回
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３回目です。今回は２０００年からの５年間です。

・２０００年（平成１２年）
３月：派遣おはなし会（息栖小１年生）を開催
８月：駐車場の増設
１０月：DVD 館内視聴の開始
１１月：著者を囲む会（志茂田景樹氏）を開催

・２００１年（平成１３年）
６月：ホームページを開設
７月：文学散歩（県北方面）の実施
９月：著者を囲む会（津本陽氏）を開催
利用者用インターネット端末を設置

著者を囲む会（志茂田景樹氏）の色紙

・２００２年（平成１４年）
８月：おはなし講座（大畑美智子氏）の開催
１０月：著者を囲む会（唯川恵氏）を開催

・２００３年（平成１５年）
２月：インターネット予約（町内利用者）の試行
９月：ブックスタート事業の開始

・２００４年（平成１６年）
７月：試行的に開館時間を延長（午後７時まで）
１０月：著者を囲む会（北村薫氏，大野隆司氏）を開催
文学散歩（県西方面）の実施
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著者を囲む会（大野隆司氏）の色紙
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こども映画会

一般映画会

●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

７日
1４日
２１日

ころわんのおはなし（２２分）
トムとジェリー（５２分）
おじゃる丸スペシャル

2８日

おしりたんてい２（６０分）

さらばまったりの日々よ（３９分）

らっこちゃんタイム
ｰおはなし会ー
●６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）。

２２日

三度目の殺人（１２４分）

監督：是枝裕和
出演：福山雅治、役所広司、広瀬すず
元雇い主を殺害した容疑で起訴された男を、
弁護士は無期懲役に持ち込もうとするが…。

おはなし会
今月のテーマ：おしごとのおはなし
●６日（毎月第 1 金曜日）16:00～
◆中央図書館 視聴覚室（定員 1８名）
※矢田部公民館図書室のおはなし会は１１月か
ら１月までお休みです。次回は２月１２日です。

赤ちゃんタイム

キッズタイム

●毎週木曜日 10:00～12:00
◆中央図書館

●毎週金曜日 15:00～18:00
◆うずも図書館

参○
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を使いこなそう！

《Part

1》

貸出カウンターを通り過ぎた右側、そこが参考図書のコーナーです。
ネットで何でも調べられる時代ですが、そこにある情報は玉石混淆。
確かな情報は本にはかないません。
貸出しはできませんが※、ちょっとした調べものにも気軽にご利用ください。
複数回に分けて司書のおすすめをご紹介します。
●テーマ･ジャンルから探す物語･お話絵本

●ビジュアル教養大事典

R028 テ／ＤＢジャパン／2011 年

R033 ビ／日経ＢＰマーケティング／2014 年

1953 年から 2010 年までに発行された日本と世界の物

ビッグバンからヒップホップまで、人類が培ってきた思想

語・おはなし絵本をテーマ･ジャンル・別に分類して紹介。

や業績からエッセンスを抽出し、2000 点を超える写真や

「はみがき」「お正月」「りんご」などテーマごとに出版さ

イラストで解説。オールカラーでぱらぱら見ているだけで

れている本が一覧できる。全２巻。

も楽しい。

●総合百科事典ポプラディア 〈児童〉

●読売年鑑

R０３１ソ／ポプラ社／2011 年

R059 ヨ／読売新聞社／年刊

何か調べたいと思ったときの基本は百科事典。子ども向

日本国内の１年間の主な出来事がコンパクトにまとまった

けにつくられているとはいえ、豊富なビジュアルと平易

便利な参考図書。後半は分野別人名録になっている。併

な解説は、大人にとっても十分に役立ち、また楽しく理解

せて『世界年鑑』（共同通信社）、『朝日ジュニア学習年

できる。ぜひお子さんと一緒に！

鑑』（朝日新聞出版）もおすすめ。

●法名戒名データブック・俗名対応篇

●国史大辞典

R１８６ホ／四季社／２０００年

R２１０.0 コ／吉川弘文館／１９７９～１９９７年

戒名をつける際には故人の名前の一字を生かすことが

歴史について調べるならまずはこの本を！日本歴史の

通例となっているが、人名に使われることの多い 1156 字

全領域だけでなく、考古学や民俗学等の隣接分野も網

を取り上げて戒名の例を網羅。ほかに「人物対応篇」「仕

羅している。最初は「史料･地名」「人名」「事項」に分かれ

事対応篇」もある。

た索引の巻から手に取るのがおすすめ。全 15 巻。

●明治ニュース事典

●全国名字大辞典

Ｒ210.6 メ／毎日コミュニケーションズ／1989 年

Ｒ２８８モ／東京堂出版／２０１１年

明治時代の出来事や生活を、当時発行された新聞記事

「関東と九州北部に多く、茨城県の旧鹿島郡神栖町（神

で紹介する事典。慶応 4 年から明治 45 年までを全８巻に

栖市）で最多姓である」と説明のある姓といえば「野

分けて収録。他に総索引もある。当時の写真や新聞の復

口」。国内に存在する名字およそ 6500 種を収録し、その

刻版等の写真も多く収録されている。

ルーツや多い地域などが調べられる。

●角川日本地名大辞典

●全国市町村要覧

R291.0 カ／角川書店／１９７８～２００９年

R３１８シ／第一法規／年刊

古代から現代までの地名を都道府県別に集大成した辞

全国の市町村別に、人口、世帯数、面積、人口密度、高齢

典。地名の由来と沿革、その土地の歴史をすべて知るこ

者人口、産業別就業人口などの基本データを網羅。最新

とができる。茨城県と千葉県は１９８３年刊の初版と２００９

の「令和 01 年版」では 1999 年と 2019 年を対比させた都

年刊の再版を備えている。

道府県ごとの合併状況が一目でわかる。

※ 一夜貸出し（閉館 30 分前から翌開館 30 分後までの貸出し）ができる資料もあります。カウンターでご相談下さい。

本のお楽しみ袋

開催中！

◎幼児向け
◎小学校低学年向け

１１月８日（日）まで

◎小学校高学年向け

対象年齢別・テーマ別に図書館のおすすめ本が３冊入っています。
どんな本が入っているかは開けてからのお楽しみ！ふだん選ばない本と出会えるかもしれません。

《本のお楽しみ袋の利用方法》
好きなテーマの袋を１つ選ぶ

カウンターで借りる

どんな本が入っているかな？

※1 袋に 3 冊入っています。今借りている冊数を確認してから借りてください
※本はプレゼントではありませんので期限内に返却をお願いします

としょかん

こんなとき
どうしたら？

Ｑ：資料をコピーしたいのですが。
Ａ：著作権法の範囲内で可能です。

図書館所蔵の資料（新聞、雑誌を含む）は、著作権法（図書館等における複製）に基づき、コピー
することができます。「図書館資料複写申込書」を記入し、資料と一緒にカウンターへ提出してく
ださい。
１）コピーできる範囲 調査研究のため。資料の半分を超えない範囲。１人１部のみ。
２）コピーの料金 白黒１枚 10 円、カラー１枚 50 円。用紙サイズは A4 と A3 の 2 種類。
３）コピーできないもの 当日の新聞、雑誌の最新号、図書館の所蔵でない資料。
このほかにもコピーできない資料があります。詳細はカウンターでおたずねください。

◎開館時間◎
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

