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～ 図書館だより記念特集号（第 200号）の発行に寄せて ～ 

 いつも図書館をご利用いただきましてありがとうございます。新型コロナウイルス

感染症拡大防止のためとはいえ、令和２年３月４日から同年 6 月 30 日までの約 4

か月間もの長期にわたる臨時休館により、利用者の皆様には大変なご不便をお掛け致

しましたことをお詫び申し上げます。大変申し訳ありませんでした。 

さて、臨時休館中の事業等の詳細につきましては、８月発行の図書館だよりでお知

らせした通りでございますが、早期の再開に向けての準備と休館中でも出来ることを

実施してまいりました。今後におきましても、皆様が安心して図書館をご利用いただ

けますよう、感染防止のための対策に重点を置きながら事業を推進していくとともに、

図書除菌機の追加設置や三芳野公民館の敷地内に返却ボックスを設置するほか、令和

３年１月からは新たに電子図書館サービスを開始することと致しました。これにより、

電子書籍の利用が原則 24時間、いつでも、どこでも、検索、貸出、返却、閲覧が可

能となります。これまでの運営方法に拘らない新しい生活様式としての図書館サービ

スの提供により、止まらない図書館を目指してまいりたいと考えております。 

機会があるたびに申し上げておりますが、たとえ時代は移り変わりましても、図書

館は地域における教養、文化の中心拠点であり続けると思います。また、そうでなけ

ればならないと考えております。 

このような中で、時代の変化を捉えながら、しかも流されることなく、柔軟に対応

し、市民に親しまれ、期待に応えられる図書館を目指していきたいと考えております。 

今後とも、坂戸市立図書館をよろしくお願いいたします。 

 

坂戸市立図書館長 近藤 猛 

「告白」 

著者：湊かなえ（双葉社） 

 湊かなえさんの著書で初めて読んだ作品

です。一時期話題になった熱血教師、それに

憧れる若い教師、優秀な母親に注目してもら

いたい優秀な中学生と親殺しのカリスマ中

学生に憧れる少女、そんな子供たちに娘を殺

された女教師。この登場人物たちの其々の目

線から各章が描かれます。最初は読んでいる

うちに迷子になってしまい、読み終わった後

は疲れだけが残った記憶がありますが、読み

返す度に新しい発見があり、新鮮な映像が浮

かんでくるそんな一冊です。 

「坂戸のむかしばなし」 

坂戸のむかしばなし編集委員（坂戸市） 

 昭和 60年に刊行された「坂戸のむかし

ばなし」は、広報さかどの紙面に昭和 53

年から昭和 57 年５月まで掲載された 50

話を再編し、一冊の本にまとめたもので

す。自分の住んでいるまちの「むかしばな

し」に接することは、それが面白いもので

あれ、怖いものであれ、悲しいものであれ、

私たちの心にきっと触れるものがあるこ

とでしょう。この中から 7作品が紙芝居化

されており、読み聞かせ動画が現在

YouTubeの坂戸市公式チャンネルで公開

しています。ぜひご覧ください。 

こんな本は如何ですか？ 
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児童書 

順位 書名 著者 利用回数 

1 くろくんとふしぎなともだち なかや みわ/さく・え 150 
1 くれよんのくろくん なかや みわ/さく・え 150 
3 くろくんとなぞのおばけ なかや みわ/さく・え 115 
4 かいけつゾロリのじごくりょこう 原 ゆたか/さく・え 112 
5 ノンタンはみがきはーみー キヨノ サチコ/作・絵 101 
6 かいけつゾロリたべるぜ！大ぐいせんしゅけん 原 ゆたか/さく・え 98 
7 バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか/作・絵 95 
8 バムとケロのおかいもの 島田 ゆか/作・絵 92 
9 おしりたんてい あやうしたんていじむしょ トロル//さく・え 88 
10 バムとケロのもりのこや 島田 ゆか/作・絵 87 

 

一般書 

順位 書名 著者 利用回数 

1 魔力の胎動 東野 圭吾//著 124 
2 沈黙のパレード 東野 圭吾//著 107 
3 ノースライト 横山 秀夫//著 99 
3 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ//著 99 
5 蜜蜂と遠雷 恩田  陸//著 95 
6 かがみの孤城 辻村 深月//著 91 
7 すぐ死ぬんだから 内館 牧子//著 90 
8 マスカレード・ナイト 東野 圭吾//著 87 
9 樹木希林 120の遺言 樹木 希林//著 85 
10 一切なりゆき 樹木 希林//著 83 

 

 

新たな本との出合い……子どもたちが目を輝かして読んだ本、心に残 
った本など一年間貸出された本のベスト 10を紹介します。 

（2019.04.1～2020.03.31） 
 

貸出しの多かった本 

手に取ってみたい本はありましたか。図書館では新型コロナウイルス感

染症の感染状況を考慮し、「3密を避ける」「換気を行う」「消毒を行う」な

ど工夫してみなさまをお待ちしています。 
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 星座が形を変えるって本当？ 地球みたいな星はほかにもあるの？ 

だるまちゃんとうさぎちゃん 

 加古 里子/作・絵 

福音館書店  

 人気のだるまちゃんシ

リーズ。 遊びがいっ

ぱいつまった絵本！ 

 

ファーディとおちば 

ジュリア・ ローリンソン/さ

く ティファニー・ ビーク/え 

木下 涼/やく  理論社 

ファーディのともだちは

おおきな木です。でも木は

げんきがありません。いっ

たいどうしたのでしょう

…。 

 

本はともだち！ 

＜おすすめ絵本＞ いろんなことに興味津々な子どもたちに! 読み聞かせに！  

とっくんトラックもりへぶぶー 
いわむら かずお/作・絵  

ひさかたチャイルド 

 とっくんがおもちゃのトラッ

クをひいて森へ行くと、栗やど

んぐりなど木の実がいっぱい

…。 

つきが いちばん ちかづく よる 

竹下 文子/作 植田 真 /絵  

岩崎書店 

月がいちばんちかづく夜 

に、１匹の猫がさがしていま 

す。だれにもじゃまされない 

ところを…。 

お化けのおもてなし 

川端 誠/作  ＢＬ出版 
お化け屋敷に、座敷わ

らしとそでひき小僧が遊

びに来た、大喜びのお化

けたちは… 

ロビンの赤いベスト 

ジャン・フィアンリー／作  ま

つかわまゆみ／やく   評論社 

クリスマスまであと 7 日。コ

マドリのロビンは 7枚あるベス

トを寒さで凍えそうな動物た

ちにあげていくが… 

星のこども 

＜カール・セーガン博士と宇宙のふしぎ 絵本地球ライブラリー＞ 
ステファニー・ロス・シソン／作 山崎 直子／訳  小峰書店 

宇宙探査のいしずえを築いたカール・セーガン博士の足跡をたど

る、宇宙飛行士・山崎直子さん初の翻訳絵本。 
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<絵本> 宇宙人っているの？ 

フランクリン・Ｍ．ブランリー／文  的川 泰宣

／日本語版監修  神鳥 統夫／訳     小峰書店  

きみは宇宙人がいる

と思う？いるとしたら

宇宙のどのあたりにい

るんだろ どんなふう

にくらしているんだろ

う？ 

  

夜空をみあげてみよう 

秋の星と星座 

(星と星座と宇宙の旅) 

瀬川 昌男/ 著 

秋の星座をわかりやすく解

説。「いけにえにされたアンド

ロメダ」など、星座にまつわる

伝説や神話など紹介。 

名探偵コナン・理科ファイル 

星と星座の秘密 

青山 剛昌／原作  ガリレ

オ工房／監修 金井 正幸／

まんが      小学館  

「大いなる神々のいさかい」な

ど全２話をまんがでわかりや

すく紹介。 

 

宇宙のふしぎ 

松井 孝典／監修 

ＰＨＰ研究所 

  星座が形を変えるって本

当？ 地球みたいな星はほ

かにもあるの？ オーロラ

はどうしてできるの？ 

名探偵コナン・理科ファイル 

太陽と月の秘密 

青山 剛昌／原作  ガリレオ
工房／監修 金井 正幸／ま

んが       小学館  
 コナンといっしょに天体博

士を目指そう！ 

好奇心や想像力をかきたてよう 

心ときめくおどろきの宇宙 

よくわかる宇宙と地球のす

がた 

国立天文台／編   丸善  

 
「宇宙」と「地球」にまつ

わる疑問や謎を豊富なイラ

ストや写真とともに解説。 

身近な材料で Kidsおもし

ろ科学実験ラボ 

青野 裕幸・ 相馬 惠子・

富田 香/著  いかだ社 

簡単にできる実験を通

して、科学のおもしろさ、

楽しさにふれてみましょ

う! 

名探偵コナン理科ファイル 

空気と水の秘密 

青山 剛昌/原作  川村 康文/

監修  金井 正幸／まんが 

身近にあるコナンと一緒に

事件を解決しながら、理科の授

業に役立つ空気と水の知識を

身につけよう 

児童書・科学お薦め本 
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感染対策しながら開館しています！ 

 
 

読書の秋！

10月 27日から 11月 9日まで秋の読書週間です。今年の標語は「ラストページまで駆け

抜けて」です。日頃、なかなか読書をする機会のない方も、旅もままならないステイホームの

今だからこそ、本は知らない世界の扉をひらいてくれます。 

～返却本の消毒～ 

返却になった本の消毒をしています。返却された本は破損がないか、書き込みがないか

など本の中をチェックし、その後、表紙・背表紙をアルコールで拭いて消毒をしていま

す。また、消毒した本は返却トラックに載せ約 24時間取り置いています。 

 

そのため検索機（OPAC）で貸出し可能になってい

ても書架にない場合があります。本が見つからない時

にはカウンターでお尋ねください。 

～学習室の利用～ 

学習室は利用方法を変更しました。３密

を避けるため、４６席あった座席を１３席

に減らしました。また午前と午後の入れ替

え制といたしました。午前は 9:30～

13:30まで、午後は 14:30～18:00まで

の利用となります。13:30～14:30までは

机等の消毒と換気の時間となっています。

座席数が少ないため、9:30、14:30 に定

員を超えた場合は抽選となります。時間の

前に整理券を配布しています 

～新聞・雑誌の閲覧～ 

新聞は感染防止のためビニール手袋の着用を

お願いしています。 
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