２ ０ ２ ０

神栖市立図書館
<<<<<<<<<<<＜今月の内容＞>>>>>>>>>>>

・1２月の行事予定

・参考図書を使いこなそう＜Part ２＞

・年末特別貸出のお知らせ

・Ｑ＆Ａ リクエストについて

図書館３０周年！「３０年間を振り返る」第４回
6 回シリーズで３０年間を振り返る、第 4 回は 200５年からの５年間です。

・２００５年（平成１７年）
６月：文学散歩（牛久方面）の実施
８月：神栖市市制施行，新利用者カード発行
１１月：著者を囲む会（松本侑子氏）を開催

・２００６年（平成１８年）
２月：携帯電話からの検索・予約受付開始
４月：祝日開館を開始
特別利用者を鹿嶋市・潮来市に限定
１１月：著者を囲む会（林望氏）を開催

著者を囲む会（林望氏）の色紙

・２００７年（平成１９年）
１月：館内全面禁煙を実施
２月：音声読書機「よむべえ」を設置
９月：授乳室を設置
１１月：著者を囲む会（山本一力氏）を開催

・２００８年（平成２０年）
２月：車椅子用スロープを設置
館長室を貸出作業室に改修
１１月：著者を囲む会（池田あき子氏）を開催
著者を囲む会（池田あき子氏）の色紙

・２００９年（平成２１年）
９月：エントランスの天幕を修繕
１０月：著者を囲む会（原田宗典氏）を開催
インターネットから書架にある資料の予約を開始

図書館 HP ＵＲＬ

https://www.kamisu-tosho.jp

調べて！カミスココくんで検索
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※年始は１月５日（火）
から開館します

一般映画会

こども映画会
●毎週土曜日 14：30～
◆中央図書館 視聴覚室

５日
１２日

ミッフィーのおじいさまと
おばあさま（３５分）
しまじろうコンサート
おもちゃのくにのクリスマス（６５分）

１９日
２６日

スノーマンとスノードッグ（２４分）
ビッケと神々の秘宝（92 分）

らっこちゃんタイム
ｰおはなし会ー
●４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）。

●毎月第４日曜日 14：30～
◆中央図書館 視聴覚室

２７日

紅白が生まれた日（７２分）

出演：松山ケンイチ、本田翼、星野源、高橋克実
今年で７１回目を迎える「ＮＨＫ紅白歌合戦」。昭
和２０年、その前身となる番組が放送されるま
での悲喜こもごもの人間模様を描く。

おはなし会
今月のテーマ：むかしばなし
●４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
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を使いこなそう！

《Part

２》

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。
Part 2 では社会科学、自然科学分野からお勧めの資料をご紹介します。
●江戸物価事典

●日本国勢図会

R337 ｵ／展望社／20０９年

R351 ﾆ／公益財団法人矢野恒太記念会／年刊

時代小説の好きな方にお勧めしたいのがこの事典。例え

厳選した最新のデータをもとに、日本の社会・経済情勢

ば江戸時代の米価はいくらだったのか、豆腐や蕎麦など

を票とグラフでわかりやすく解説したデータブック。国土

は？あるいは花形歌舞伎役者の給金や吉原で遊ぶには

と気候、人口、工業、財政など、さまざまな分野の基本統

いくら必要？などなど当時の人々の暮らしが見える。

計を収録。姉妹版に『世界国勢図会』あり。

●ヤングアダルトの本 将来の仕事･資格に出会 ●暮らしの健康ことわざ辞典
R388 ﾆ／東京堂出版／２００９年
う３０００冊 R366 ﾔ／日外アソシエーツ／2020 年
ヤングアダルト世代（13～18 歳）が進路、職業を選択する

「朝の果物は金」「ほうれん草を食べると体に石がたま

際の参考になる本を、職業別にまとめた図書目録。同シ

る」などの食べ物にまつわることわざや「へそのゴマを

リーズの『悩みや不安

取るとお腹が痛くなる」などの昔からの言い伝えの数々

迷ったときに読む４000 冊』『社

会を読み解く４000 冊』などもお勧め。

約１０００を解説。その意味や真偽のほどがわかる。

●理科年表

●手の百科事典

R403 コ／丸善出版／年刊

R491 テ／朝倉書店／２０１７年

国立天文台が編集し、1925 年から毎年出版されている理

ヒト以外も含め手の形態、構造、制御機構、日常生活や社

科年表の机上版。暦学、天文学、気象学、物理学、化学、地

会･文化の中での手の働きまで、手に特化して網羅的に

球科学、生命科学、環境科学など科学のあらゆる分野に

解説。解剖学や神経生理学から社会学、文化人類学、ロ

わたって、第一線に立つ科学者が執筆している。

ボット工学や手相に至る 100 名以上の専門家が執筆。

●お薬事典

●薬草･毒草を見分ける図鑑

Ｒ499 ｺﾞ／ユーキャン･自由国民社／年刊

Ｒ499 ヤ／誠文堂新光社／２０１６年

病院でもらう薬の写真、効能効果、値段、重大な副作用

毒草、薬草、触るとかぶれるなどのアレルギーを引き起こ

などが薬の名前で引ける事典。標準薬とそのジェネリッ

す植物を１００種類収録。各植物の特徴的な部位の写真を

ク薬もすべて値段が表示されている。漢方薬と外用薬の

とともに薬効や利用法、毒性、他の似ている植物との見

写真や値段も収録。オールカラーで見やすい。

分けのコツが載っており便利。庭仕事のお伴に！

●ＪＩＳハンドブック

●天敵活用事典

R509 ｼﾞ／日本規格協会／２０１８～2020 年

R615 ﾃ／農文協／２０１６年

日本の国家標準の一つである JIS（日本産業規格）につ

日本の農業害虫の天敵について、昆虫･ダニ・クモを中心

いて、「鉄鋼」「自動車」「機械安全」「石油」「土木」「物

にカエルやセンチュウなど 280 種あまりを網羅。それぞ

流」「プラスチック」「品質管理」「包装」など分野ごとに

れの生態と活用法を解説。1000 点以上の写真と、野菜・

分冊。１～３年ごとに改訂されている。

果樹 11 品目の天敵活用事例も役立つ。

※ 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。

今年も実施します！

間：12

期

月 15 日（火）～27 日（日）

対象資料：図書・紙芝居
貸出冊数：制限なし（読める範囲で何冊でも）
※雑誌（4 冊）・ＣＤ（4 点）・ＤＶＤ（2 点）は通常通りです

《年末年始の休館：12 月 28 日（月）～1 月４日（月）》

Ｑ：所蔵していない本を読みたい。
Ａ：リクエストすることができます。

としょかん

こんなとき
どうしたら？

図書館に所蔵のない資料をご希望の場合は、カウンター備え付けのリクエスト（予約）申込書に必要事項を記入し、
提出してください。購入または神栖市以外の図書館から借用するなどにより、可能な限り提供いたします。まずは
カウンターでご相談ください。
《利用者》

《図書館》

・書名

●リクエストできる人
神栖市内在住･在勤・在学の方

①購入

・著者

●リクエストできないもの

②相互貸借※

・出版社

のいずれかで

などを記入して
カウンターへ

提供を検討

リクエスト（予約）申込書

雑誌、ＣＤ，ＤＶＤ，コミック
（アンケートで要望受付）
※相互貸借
所蔵のある県内外の図書館から借用する
こと

◎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

