
 

東金市立東金図書館 

図書館だより第５４号 

（令和３年度） 

令和４年２月発行 

場所はここです！               小さい冊子などはこちら。   棚の上に並んでいます。 

 

 

 

バーコードのない雑誌をご存じですか？  
 週刊誌やファッション誌などの雑誌コーナーとは別に、バーコードのない雑誌コーナーがあります。場所は、正面玄関を入って

右手のＹＡコーナー・新書コーナーの奥の窓際です。（電話帳や新聞縮刷版も置いてあります。） 

 ここにある雑誌はすべて企業や団体から寄贈されているものです。専門誌や広報誌が中心で、一般的に販売されている雑誌のよ

うなものもあれば、ページ数の少ないパンフレット形式のものもあります。 

 バーコードがついていない（所蔵登録をしていない）ので、館内の検索機や図書館のウェブページで資料検索をしても出てこな

いのですが、他の資料と同じように借りることができます。ぜひ一度手に取ってみてください。 

 中面のページでは、いくつかの雑誌を取り上げて内容を紹介しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪一覧≫ 中面にも続いています。 

タイトル 編集・発行 
 

タイトル 編集・発行 

Ace 日本建設業連合会 
 

おさかな瓦版 水産研究教育機構 

ALPS 地域社会ライフプラン協会 
 

かおり風景 「香・大賞」実行委員会 

city&life 第一生命財団 
 

暮らし快適リフォームガイド 良質住まいのネットワーク 

JICA Magazine 国際協力機構 
 

くらし塾きんゆう塾 金融広報中央委員会 

Letter Park 日本郵便 
 

グローカル関東 建設コンサルタンツ協会関東支部 

MAMOR 扶桑社（防衛省編集協力） 
 

クローバー ジェイブロード 

New えるふ ちゅうでん教育振興財団 
 

月刊東洋療法 全日本鍼灸マッサージ協会 

SUBWAY 日本地下鉄協会 
 

月刊武道 日本武道館 

Think Asia 霞山会 ThinkAsia 編集部 
 

広報 日本広報協会 

UR PRESS 都市再生機構 
 

国立国会図書館月報 国立国会図書館 

アルミエージ 日本アルミニウム協会 
 

こどもの本 日本児童図書出版協会 

家の光読書エッセイ入選作品集 家の光協会 
 

コミュニティ 第一生命財団 

生きがい研究 長寿社会研究センター 
 

こんな相談ありました 全国消費生活相談員協会 

エネルギーレビュー エネルギーレビューセンター 
 

サーナ イフ 

大きな目小さな目 農林水産消費安全技術センター 
 

ジェルバ 非木材グリーン協会 



 

タイトル 編集・発行 
 

タイトル 編集・発行 

歯科衛生だより 日本歯科衛生士会 
 

にちぎん 日本銀行情報サービス局 

ジョイント トヨタ財団 
 

日展ニュース 日展 

書斎の窓 有斐閣 
 

日本学士院ニュースレター 日本学士院 

人文会ニュース 人文会 
 

日本教育 日本教育会 

心理臨床の広場 日本心理臨床協会 
 

日本公庫つなぐ 日本政策金融公庫広報部 

生命の光 キリスト聖書塾 
 

日本の参考図書 日本図書館協会 

世界思想 世界思想社 
 

年刊日本の祭り 日本の祭りネットワーク 

赤十字 NEWS 日本赤十字社 
 

ハウジングトリビューン 創樹社 

総務省 総務省 
 

白水社の本棚 白水社 

育てる 育てる会 
 

ファイナンス 財務省 

宇宙のとびら JAXA 宇宙教育センター 
 

ブックマーク 金原瑞人 

大学時報 日本私立大学連盟 
 

フラニュース 水産研究・教育機構 

大学通信教育ガイド 私立大学通信教育協会 
 

防災 内閣府（防災担当） 

淡青 東京大学広報室 
 

ポスチャー 第一生命財団 

地域づくり 地域活性化センター 
 

本郷 吉川弘文館 

地域防災 日本防火・防災協会 
 

本部委員会報告書 鉄道貨物協会業務部 

小さな親切 「小さな親切」運動本部センター 
 

本を選ぶ ライブラリー・アド・サービス 

地球環境基金便り 環境再生保全機構 
 

万年筆の旅 荒川区（吉川昭記念文学館） 

茶屋四郎次郎記念学術学会誌 茶屋四郎次郎記念学術学会 
 

水とともに 水資源機構 

ドーン 絵本・児童文学研究センター 
 

ミルククラブ 中央酪農会議 

読書推進運動 読書推進運動協議会 
 

倫風 実践倫理宏正会 

図書 岩波書店 
 

歴史の旅人 歴史街道倶楽部 

図書館車の窓 林田製作所 
   

※編集・発行欄の法人格名称は省略しています。 

※寄贈雑誌のため、一部欠号している場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県内で発行しているものは 

２階郷土資料室にあります。  

山武郡内市町の広報紙や、県内の団体・企業の広報紙などを 

閲覧することができます。（貸出はできません。） 
 

気になる連載。 
 郵送されてきた雑誌を封筒から取り出していく時に中身をパラパラと確認するのですが、タイトルなどが目を引くものだと思わず読んでし

まいます。 

 例えば、日本広報協会発行の『広報』。各自治体の広報紙面やウェブサイトについての雑誌で、「ドクターＳのサイト診断」という連載では

自治体サイトの良い点や改善すべき点を掲載しているので、図書館で広報する際の参考にもなります。また、日本防火・防災協会発行の『地

域防災』では、「過去の災害を振り返る」という連載があり、建物火災が発生した際の避難経路や被災者たちがどのように助け合ったのかなど

が詳しく書かれており、今日の防災意識や法律がどのようにつくられてきたのかを知ることができます。 

 さらに、もうひとつ紹介したいのが、日本地下鉄協会が発行している『SUBWAY』。連載の「世界あちこち探訪記」は、基本的には各国の

鉄道事情を紹介しているのですが、執筆者が実際にその国を実際に訪れているので、車内の様子や鉄道運賃などについてはもちろん、市場の

様子や人々の服装、食事の内容や宿泊費がいくらだったということまで書かれている回もあり、旅行記のような感覚で読むことができます。 

 



 

注目の雑誌  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめの本  
３冊の雑誌に関連したおすすめの本を紹介します。 

 

 

『カカ・ムラド～ナカムラのおじさん』 ガフワラ∥原作 さだ まさし∥[ほか]訳  文（双葉社）2020 年 333 /ｶ  

中村哲医師の功績を伝えるためにアフガニスタンで刊行された２冊の絵本の日本語版。国際協力について現地の視点からみること

のできる１冊です。 

 

『日本の SDGs それってほんとにサステナブル?』 高橋 真樹∥著（大月書店）2021 年 333 /ﾀ  

ＳＤＧｓへの意識が高まる一方、それが形だけになっていませんか。ロゴを使うだけではない、日本で本当の持続可能な開発に取

り組むためのポイントと実践例を紹介します。 

 

 

『宇宙大全これからわかる謎の謎』 二間瀬 敏史∥著（さくら舎）2020 年 440 /ﾌ  

人類はまだ太陽系外にも出ていないけれど、様々な謎を解明してきました。宇宙のはじまりの様子、暗黒エネルギー、地球外生命

体。今わかっている最新情報だけではなく、近い将来解明されるであろう謎についても解説しています。  

 

『チバニアン誕生 方位磁針の N 極が南をさす時代へ』 岡田 誠∥著（ポプラ社）2021 年 45 /ｵ  

千葉県市原市にある地場が逆転したことを示した７７万年前の地層が見られる崖。その地質年代「チバニアン」承認までのドラマ

を追った、児童向けで読みやすいノンフィクション。 

 

  

『八月の暑さのなかで ホラー短編集』 金原 瑞人／編訳（岩波書店） 2010 年 93 /ﾊ    

エドガー・アラン・ポーなどの作品をまとめた「恐怖」の短編集。表題作に出てくるのは２人の男。最初は「なんて偶然だ！」、

そのうち「あれ…？」となってきて、主人公よりも自分の方が焦ってきてしまいます。じっとりした恐怖とは反対に、すっきりと

したオチを楽しみたいなら『開け放たれた窓』がおすすめです。 

 

『南から来た男 ホラー短編集 2』 金原 瑞人∥編訳（岩波書店）2012 年 93 /ﾐ  

短編集第２弾。表題作はおしゃれな雰囲気でかっこよささえ感じるお話。なぜ人は賭けをしてしまうのでしょうか。また、『マジ

ックショップ』は、『宇宙戦争』や『タイムマシン』を書いたウェルズの作品。ホラー作品でよく見かける「ねえもう帰ろうよ。」

という人と「おもしろそうだからあっちにも行ってみようよ。」という人の２人の結末はいかに。 

  

JICA Magazine（発行：国際協力機構） 
『mundi』からリニューアルして 2021 年６月に第１号が発行

されました。洗練された読みやすい誌面デザインで、海・街・

緑・食など様々なテーマにより開発途上国の現状や援助の取り

組みを紹介しています。近年、意識が高まってきたＳＤＧｓに

も深く関わる内容です。第４号では食と農業がテーマ。世界に

おける食料廃棄量が１３億トン（そのうち日本は６１２万トン）

である一方、慢性的飢餓の人数は総人口の１０人に１人にも上

るのだそう。連載の「地球ギャラリー」では、各国の子どもが

１週間に食べた物とともに床に寝そべっているところを上から

撮影した写真が掲載されています。ジャンクフードばかりの子

もいれば、色とりどりの野菜や果物に囲まれている子もいて印

象的なポートレートです。このほか、海外協力隊や時事英語な

どについて連載されています。 

宇宙
そ ら

のとびら（発行：JAXA 宇宙教育センター） 

すべての漢字に振り仮名付きの子ども向け宇宙教育情報誌。宇

宙飛行士やロケットについてはもちろん、最新の科学ニュース

も掲載されていて、新種の恐竜の足跡化石に『ドラえもん』の

のび太の名前が付けられたとか、永久凍土で２万４０００年冬

眠していた微小生物を目覚めさせたとか、大変興味深い内容で

す。マンガの連載や、『かいけつゾロリ』のキャラクターが実

験・工作を紹介するコーナーもあります。 

ブックマーク（発行：金原瑞人） 

大学教授で翻訳家の金原瑞人氏が編集・発行をしてい

る約１２センチ四方の小さくておしゃれな冊子。毎号、

１６冊の海外作品をそれぞれの翻訳者自身が紹介し、

巻頭エッセイでは、あさのあつこ氏・ブレイディみか

こ氏・桜庭一樹氏などが登場しています。第１６号は

ノンフィクション特集。その中の１冊、J.D.ヴァンス

著『ヒルビリー・エレジー』（361/ﾊﾞ）という本は、

なにをやっても無駄という空気が流れる廃れた町で育

った著者が、祖母や学校を通して別の生き方を見つけ

るという内容です。アメリカのトランプ氏がなぜ白人

労働者階級に支持されるのかということにも通じる作

品で、２０２０年には映画化されています。 



 

 

読書通帳をつけませんか？ 
前に読んだあの本の題名が思い出せない…そんなことはありませんか。読書通帳に日付や 

書名を記入して記録を残しましょう！そんなに読まないけどなと思っていても、記録をつ  

けると意外と読書家かもしれません。５０冊読了で通帳１冊が終了すると、しおりなどの 

ささやかなプレゼントがあります。また、２冊、３冊とためてから交換すると、図書装備 

券や雑誌の付録など、ちょっと豪華なプレゼントになります。 

絵柄は全部で６種類。図書館窓口で配布していますので、ぜひどうぞ！    
 

ティーンズ通信第１１号！ 
ティーンズ通信では、毎号、図書館員おすすめの本とお仕事インタビューを掲載し、市内の 

高校と図書館で配布しています。今号のテーマは旅。旅行に役立つ実用書から異世界のお話 

までそろえました。また、特別支援教育支援員の方へインタビューを行いました。 

最新号とバックナンバー、おすすめ本は、図書館の YA（ヤングアダルト）コーナーに設置 

しています。（正面玄関を入ってすぐ右側にあります。）大人の方もぜひご覧ください。 

感染拡大防止策について 
感染症への対策として、窓開けによる換気、返却資料や閲覧机等のアルコールでの拭き取り、パーテーションの

設置、閲覧席の間引きによる対人距離の確保などを行っています。また、皆さんが自由に利用できる図書消毒機

やアルコール消毒液を設置しています。ご来館の際は、マスクの着用や長時間の滞在をご遠慮いただくことにつ

いてご協力をお願いいたします。ご自宅で過ごす時間に図書館資料をご活用ください。 
 

 

 
  

 

図書館からのお願い 
 ・借りた図書館資料は、返却期限内に必ずご返却くださいますようご協力をお願いいたします。 

 ・ＣＤ・ＤＶＤ等の視聴覚資料及び他館からの借り受け資料は返却ポストには入れず、 

直接カウンターへご返却ください。 
 

◎東金市立東金図書館 

   〒２８３－００６８ 東金市東岩崎１－１ 

電 話：０４７５（５０）１１９０  ＦＡＸ：０４７５（５０）１２９１ 

Ｅ メ ー ル：tosyokan@city.togane.lg.jp 

ホームページ：http://www.city.togane.chiba.jp/category/1-8-6-0-0.html 

＜開館時間＞   

午前９時から午後５時まで 

※毎週火曜日及び６～８月の午後７時までの延長開館は当面の間見合わせます。 

＜休 館 日＞  

☆毎週月曜日（月曜日が祝・休日にあたる時は、その翌日） 

☆毎月第３木曜日（館内整理日） 

☆年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで） ☆特別整理期間 

   ※図書館だよりは、図書館ホームページでもご覧いただけます。どうぞご利用ください。 

▶ツイッター 
@togane_library 

行事や展示などに

ついてお知らせし

ています。 

▶WebOPAC 
資料検索、資料予

約、貸出期間延

長、貸出状況確認

などができます。 

▶ホームページ 
詳しい利用案内、

行事案内、休館カ

レンダーなどが

確認できます。 


