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今年もよろしくお願いします！

<<<<<<<<<<<＜今月の内容＞>>>>>>>>>>>

・1月の行事予定 ・2020年貸出ベスト 10発表

・新着資料ピックアップ＜渋沢栄一＞ ・【Ｑ＆Ａ】コミックの予約について

6 回シリーズで３０年間を振り返る、第５回は 20１０年からの５年間です。

・２０１０年（平成２２年）
４月：貸出冊点数及び貸出期間の変更

（図書 6→15 冊など）

７月：時間延長試行

１１月：著者を囲む会（小松成美氏）を開催

・２０１１年（平成２３年）
３月：東日本大震災（３／１１）中央・うずも休館

４月：休館日の変更→月末整理日から第１水曜日へ

９月：小学校への配本事業開始

・２０１２年（平成２４年）
２月：中央図書館 展示ホール天井復旧工事

９月：AV 資料の予約点数の変更

AV 全体で２点→録音資料２点・映像資料２点へ

・２０１３年（平成２５年）
２月：著者を囲む会（海堂尊氏）を開催

６月：赤ちゃんタイムの開始

１１月：著者を囲む会（角野栄子氏）を開催

１２月：書庫 B（旧和室）改装工事

・２０１４年（平成２６年）
１１月：YA コーナーの名称変更「ティーンズコーナー」

１２月：中央図書館ブックポストを駐車場側に増設

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

２ ０ ２ １

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５回

著者を囲む会（小松成美氏）の色紙

著者を囲む会（角野栄子氏）の色紙

調べて！カミスココくんで検索

神栖市立図書館



◎１月の予定◎
日 月 火 水 木 金 土

１２／２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １

休館

２

休館

３

休館

４

休館

５ ６ ７ ８ ９

１０ １１

休館

１２ １３

休館

（館内整理日）

１４ １５ １６

１７ １８

休館

１９ ２０ ２１ ２２ ２３

２４ ２５

休館

２６ ２７ ２８ ２９ ３０

３１ ２／１ ２ ３ ４ ５ ６

こども映画会

９日 ころわんのおはなし（２２分）
１６日 トムとジェリー（５２分）

２３日 三人の騎士（７２分）

３０日 おさるのジョージ（92 分）

一般映画会

２４日 バグダッドカフェ（１０４分）

ラスベガス近郊の砂漠にたたずむ、さびれた

モーテル”バグダッドカフェ”。そこに泊まり客

として不思議なドイツ人女性が現れて……。

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

●８日（毎月第 1金曜日）11：00～
◆中央図書館 集会室３（定員１２組、予約制）

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：ゆきのおはなし

●８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。

●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



■2020年貸出ベスト１０!! （２０２０年１月４日～12 月 15日の貸出統計より）

◎一般書

◎児童書

◎ＤＶＤ ◎CＤ

貸出回数 タイトル 著者 請求記号

９９ 希望の糸 東野圭吾 F ヒガシ

８０ クスノキの番人 東野圭吾 F ヒガシ

78 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 376 ブ

流浪の月 凪良ゆう F ナギラ

73 少年と犬 馳 星周 F ハセ

きたきた捕物帖 宮部みゆき F ミヤベ

72 落日 湊 かなえ F ミナト

69 黒武御神火御殿 宮部みゆき F ミヤベ

68 もっとやめてみた わたなべぽん ５９０ワ

カケラ 湊 かなえ F ミナト

貸出回数 タイトル 著者 請求記号

８５ レストランのおばけずかん 斉藤 洋 F サイト

８４ しょうがくせいのおばけずかん 斉藤 洋 F サイト

８３ うみの１００かいだてのいえ いわいとしお E イワイ

７６ それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ E ヨシタ

７４ いえのおばけずかん 斉藤 洋 F サイト

７３ こうえんのおばけずかん 斉藤 洋 F サイト

７２ オリンピックのおばけずかん 斉藤 洋 F サイト

７１ そらの１００かいだてのいえ いわいとしお E イワイ

６８ 植物世界のサバイバル２ スウィートファクトリー ４７０シ

新型ウイルスのサバイバル１ ゴムドリ∞ ４９８シ

貸出回数 タイトル

51 ボヘミアン・ラプソディ

モアナと伝説の海

50 人魚の眠る家

コード・ブルー／ドクターヘリ緊急救命

ベイマックス

トイストーリー・オブ・テラー!

49 トイ・ストーリー／謎の恐竜ワールド

ぐでたま／日常編Ｖｏｌ，２

48 ぐでたま／日常編Ｖｏｌ，１

おしりたんてい ４

シュガーラッシュ／オンライン

貸出回数 タイトル アーティスト

69 瞬間的シックスセンス あいみょん

64 Traveler Official 髭男 dism

63 エスカパレード Official 髭男 dism

60 BOOTLEG 米津玄師

58 青春のエキサイトメント あいみょん

54 ターンテーブル 竹内まりや

53 LOVE 菅田将暉

47 dioroma 米津玄師

44 Sympa King Gnu

見っけ スピッツ



渋沢栄一とはどんな人だったのか？

日本の資本主義の父と言われる実業家・渋沢栄一。設立に携わった企業は 500 社にのぼります。そんな渋沢栄一を理解

するための本の中から、2019 年から 20 年にかけて出版されたものをご紹介します。

Ｑ：コミックはなぜ予約ができない？

Ａ：順番通りの提供が難しいためです

コミックの予約を受け付けていない理由はいくつかあります。

・まず、多巻ものが多く、順番通りに読み進めたい方が多いので、複数巻予約すると順番が揃うまでに

時間がかかります。その間は他の利用者が利用できません（100 巻を超えるタイトルもあります）。

・紙質がよくないため傷みが早く、品切れ・重版未定・絶版のため欠本したものの購入が難しいこと。

・相互貸借が難しいこと（コミックを所蔵していない、または相互貸借対象外であることが多い）。

このような理由のため、コミックの貸出予約は受け付けておりません。ご理解をお願いします。

★『鬼滅の刃』については、館内閲覧専用の１～23 巻＆外伝を用意していますのでご利用ください。

◎開館時間◎

現代語訳 ベスト・オブ・渋沢栄一

NHK 出版／289 シ

志を捨てずに成功するための思考

が刻み込まれた渋沢の言葉の数々

を現代語訳、解説付きで紹介。

渋沢栄一「生き方」を磨く

竹内均編・解説／三笠書房／159 シ

1912 年出版の著書『青淵百話』を

もとに、「仕事の夢、人生の夢」を

実現するエッセンスを紹介。

渋沢栄一に学ぶ福祉の未来

杉山博昭／青月社／３６９ス

資本主義の父であると同時に、渋沢

はさまざまな福祉活動を展開し、日

本の福祉の基礎を築いた。

父渋沢栄一

渋沢秀雄／実業之日本社／289 シ

著者は渋沢の四男。渋沢の軌跡と家

庭での素顔を、実業人・文化人とし

て活躍した秀雄が描く。

渋沢栄一伝

井上潤／ミネルヴァ書房／289 シ

渋沢の事績、思想、リーダーシップ、

ゆかりの人物、さまざまな活躍を渋

沢資料館館長の著者がまとめる。

学習まんが 渋沢栄一＜児童書＞

集英社／289 シ

子ども向け伝記まんがシリーズの

一つ。渋沢の一生が凝縮され、手始

めに大人が読んでも役立つ。

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
※１月１１日（月）～３月１０日（水）まで休室

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？

ピックアップ


