２ ０ ２ １

神栖市立図書館
<<<<<<<<<<<＜今月の内容＞>>>>>>>>>>>

・３月の行事予定

・参考図書を使いこなそう《Part 3》

・新着資料ピックアップ＜防災の本＞

・
【Ｑ＆Ａ】本を寄贈したい

図書館３０周年！「３０年間を振り返る」第６回
6 回シリーズで３０年間を振り返る、最終回は 20１５年からの５年間です。

・２０１５年（平成２７年）
１月：著者を囲む会（香山リカ氏）を開催
小中学校への「調べ学習用図書セット貸出」開始
３月：中央図書館駐車場側にブックポスト、
インターフォン設置
１２月：うずも図書館キッズタイム開始

・２０１６年（平成２８年）
２月：著者を囲む会（夏井いつき氏）を開催
３月：コミック蔵出しまつりを開催
１１月：著者を囲む会（村上しいこ氏）を開催

・２０１７年（平成２９年）
２月：プチ図書館ボランティア体験を開催
８月：図書館夏祭りの開催
９月：らっこちゃんタイム-おはなし会開始

・２０１８年（平成３０年）
１月：貸出上限点数の変更
（図書 15→20 冊 雑誌 2→４点、CD2→４点）
９月：中央図書館休館（空調設備改修工事～１月まで）

・２０１９年（平成３１年・令和１年）
１月：セルフ貸出機（図書館のみ）導入
１１月：書道パフォーマンス（青少年向け行事）の開催
１２月：著者を囲む会（落合恵子氏）を開催
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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

ぐるんぱのようちえん（２４分）
トムとジェリー（５２分）
しまじろうアニメ
ともだちだいすき傑作選（５４分）
ダンボ（６４分）

らっこちゃんタイム
ｰおはなし会ー
●５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）。

２８日

遺体ー明日への十日間（１０５分）

出演 西田敏行、柳葉敏郎、志田未来ほか
2011 年 3 月 11 日、未曾有の大地震に襲われた
岩手県釜石市を舞台に、混乱と悲しみに向き
合った人々の姿を描く必見作。

おはなし会
今月のテーマ：「３」のつくおはなし
●５日（毎月第 1 金曜日）16:00～
◆中央図書館 視聴覚室（定員 1８名）
●12 日（毎月第２金曜日）16:00～
◆矢田部公民館 視聴覚室（定員 1８名）

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

３》

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、飛び交う情報は玉石混淆。
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 ３＜最終回＞では芸術・言語・文学分野からお勧めの資料をご紹介します。
●郷土・地域文化の賞事典

●音楽教科書掲載作品１００００

R７０９キ／日外アソシエーツ／201７年

R７６０ｵ／日外アソシエーツ／2011 年

国内の郷土・地域文化に関する 162 賞を①文化・社会・ たとえば昨年の NHK 朝ドラ主人公のモデルになった古
経済②科学・技術③美術④音楽・芸能⑤文学の分野ご 関裕而のつくった○○という曲は、いつ、どの教科書
とに受賞情報をまとめた事典。「日本ギフト大賞」には に掲載されたか、を調べられる本。１９４９年～２００９年
お取り寄せしたい各地のおいしいものが並んでいる。

刊の小中高の音楽教科書すべてを網羅している。

●洋楽ヒットチャート大事典

●映画原作事典

R７６７ヤ／八木誠監修／小学館／２００８年

R７７８エ／日外アソシエーツ／2019 年

２００７ー２０１８

1950 年～2007 年ま での 洋楽ヒットチャートおよそ ２００７年から２０１８年までの間に日本で劇場公開され
5,000 曲を年単位で紹介。その年の主な出来事や世 た日本映画・外国映画・アニメ作品のうち、小説・戯曲・
相も一緒に掲載され、懐かしさや思い出とともに曲の コミック・ノンフィクション・エッセイなどの原作をもつも
メロディが蘇ること間違いなし。

のを収録。原作と映画のタイトルの違いも興味深い。

●生花（しょうか）格花花材事典

●漢字ときあかし辞典

R７９３セ／講談社／１９９８年

R813 エ／円満字二郎／研究社／２０１２年

四季の花材およそ３００を取り上げ、花材別に生花の生 常用漢字を含む 2,320 の漢字について、一つ一つの漢
け方を写真や図とともに解説。身近な花や枝を生けて 字の意味、読み方、成り立ち、イメージなどをひとつな
みたい方におすすめ。38 の流派すべてが載っている がりの読み物として読めるように解説。同著者の『漢
わけではないが、伝書の図録なども参考になる。

字の使い分けときあかし辞典』もおすすめ。

●外来語言い換え手引き

●地方別方言語源辞典

R８１３ガ／ぎょうせい／２００６年

Ｒ８１８チ／東京堂出版／２００７年

「イノベーション→技術革新」「スキーム→計画」など、 べらんめえ、やっとかめ、はんなりなど、全国各地の代
国立国語研究所が発表した「外来語言い換え提案」全 表的な方言およそ６００を取り上げ、意味や文脈のなか
４回 176 語分を収録。最新の語は『わかる！使える！外 での使用例とともに語源を丁寧に解説。生活に根付い
来語辞典』（2021 年刊）も併せてどうぞ。

た言葉の豊かさ、楽しさを味わえる。

●テーマ・ジャンルからさがす児童文学

●新 宮沢賢治語彙辞典

R９０９０テ／DB ジャパン／2014 年～年刊

R910.2 ハ／原子朗／東京書籍／１９９９年

その年に国内で刊行された児童文学を（翻訳された ちくま文庫版の『宮沢賢治全集』（全 10 巻）を底本と
海外文学含む）テーマ・ジャンル・キーワードから探せ し、創作ノート、メモ、書簡なども含め、賢治作品に出て
る。犬が出てくる本は？図書館を扱った本は？イタリ くることばを解説。独特の表現だけでなく、一般語や
アが舞台の作品は？などのきめ細かな探し方が可能。 地名もどの作品でどう使われているかを詳細に解説。
※ 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。

ピックアップ

改めて防災について考える

東日本大震災から 10 年。最新の防災対策のアイデア、知識を手に入れましょう。
●おうちで備蓄と防災のアイデア帖

●犬連れ防災対策マニュアル

島本美由紀／パイインターナショナル／

枻出版社／645 イ

369 シ

●どんな災害でもネコといっしょ

●登山式 DE 防災習慣

德田竜之介監修／小学館／645 ド

鈴木みき／講談社／369 ス

●こどものための防災教室（児童書）
今泉マユ子／理論社／369 イ

●感染しないひなん所生活（児童書）
岡田晴恵／フレーベル館／369 オ

Ｑ：読み終わった本を寄贈したい。
Ａ：資料の種類等によって可能です。
ご家庭で不要になった書籍等の寄贈をお受けしています。ただし、
「図書館資料として受入れする」
「リサイクル図書に提供する」等の扱いは図書館にお任せいただいています。また、種類や状態に
より寄贈をお受けしていない資料があります。ご確認ください。
図書館資料として受入れ
図書館資料として受入れ
不可⇒
・リサイクル図書へ
・ホンデリング＊に寄贈

寄贈資料

●積極的に収集しているもの
神栖市（旧神栖町、波崎町）に関する資料。
状態や出版年に関わらずお持ちください。
●寄贈をお受けしていないもの
・百科事典

・雑誌

・ＤＶＤ

・汚れ、破れ、書き込み等のあるもの
・10 年以上前に出版されたもの

＊ホンデリング…寄贈された本を売却した代金を犯罪被害者への支援活動に役立てるプロジェクト

◎開館時間◎
中央図書館
うずも図書館
中央公民館図書室
矢田部公民館図書室
若松公民館図書室
はさき生涯学習センター図書室

火・水・土・日、祝／10 時～１８時 木・金／10 時～１９時
10 時～１８時
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

９ 時～１７時
10 時～１７時

