
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

◀年間の開館日時が一目でわかる『北区図書館カレンダー2020.4～2021.3』は区内図書館で配布しています。 

【申込・問合せ】北区十条台１-２-５ 北区立中央図書館事業係 

電話 5993-1125・ファクス 5993-1044 １０月５日（月）・１９日（月）……………………………………………………中央図書館休館 

毎週月曜日 ………………………………………………………… 中央図書館以外の図書館休館 

１０月１２日（月）～２６日（月）………………………………………赤羽西図書館臨時休館 

１０月２２日（木）……………………………………………………館内整理日のため全館休館 

令和 2年１０月 発行 

発行  北区立中央図書館 

〒114-0033 

     北区十条台 1-2-5 

     ☎  (5993)1125 

fax (5993)1044 10 月 
北区図書館情報 

 
 

刊行物登録番号 

 ３１-2-１６５ 

 

 

終戦の２年後の１９４７（昭和２２）年、まだ戦争の傷あとが日本中

のあちこちに残っているとき、「読書の力によって、平和な文化国家を創

ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、さらに新聞

や放送のマスコミも一緒になり、第１回「読書週間」が開催されました。

それから７０年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がっています。 

 北区立図書館でも読書週間に合わせた本の展示やイベントを開催し

ています。その一つが「ビブリオバトル」です。 
 

あなたのいちおしの本を 
チャンプ本にしよう！ 

ティーンズ・ビブリオバトル 
 

発表参加者が、それぞれ自分が読んで面白いと思っ

た本、ほかの人にもぜひ読んでもらいたいと思う本を紹

介し(3～4分間)、質疑応答(2分間)をし、全ての発表

の後に、発表参加者と観戦者で「チャンプ本」を投票で

決定します。 

対象：発表参加者 10 代の方 

観戦者     どなたでも 

日時：10 月 18 日（日）午後 2 時～3 時 30 分 

定員：発表参加者 5 名程度、観戦者 20 名 

（抽選・北区在住,在学,在勤者優先） 

申込：はがきに住所、氏名、年齢、連絡先電話番号、 

発表参加者は、発表する本のタイトル、 

著者名、を記載。または、図書館にある 

申込書を直接窓口持参で 

10 月 7 日（水）（必着）まで 

場所：中央図書館 3 階ホール 

申込・問合せ先： 

〒114-0033 十条台 1-2-5 

中央図書館事業係 電話(5993)1125 

 

ビブリオバトル 
ｉｎ 赤レンガ図書館 

テーマは「巣ごもり本～おうちに籠って読むなら、どんな

本？～」。発表者が５分間で書評した後、参加者全員

で一番読みたくなった「チャンプ本」を決定します。 

※終了後、同会場で読書会 

［課題本『きみはいい子』（中
な か

脇
わ き

初
は つ

枝
え

  著）ポプラ社］

も開催します。 

日時：11 月 14 日（土） 

午後１時 15 分～２時 10 分 

定員：発表参加者４名（申込順） 

観戦者 16 名（会場先着順） 

申込：電話または直接窓口で 

10 月 10 日（土）から 10 月 29 日（木）まで 

場所：中央図書館３階ホール 

申込・問合せ先： 

〒114-0033 十条台 1-2-5 

中央図書館図書係 電話(5993)1125 

 

 



 

 

赤羽西図書館は、トイレ改修工事のため 10 月 12 日（月）

から 26 日（月）まで臨時休館いたします。 

※予約資料取り置き期限、貸出資料の返却期限は、休館期

間に基づき延長いたします。 

 

●問合せ先 

  赤羽西図書館 午後 5 時まで 

（13 日(火)は終日電話応対ができません） 

  ☎(3907)5992 

赤羽図書館 

 ☎(3901)1992 

 

 
今回は 

赤羽図書館は昭和 39（1964）年に開館して

以来、赤羽地区の中心的な図書館として地域の皆

様に親しまれています。昭和 57（1982）年から

は、現在ある赤羽会館の５階に移りました。 

特徴としては多くの方が利用できるように閲覧席が

充実していることで、136 席が用意されています（た

だし、現在は新型コロナウイルス感染予防のため、一

部が使用できなくなっています）。 

蔵書は赤羽駅の近くという土地柄、商店や会社

等が多いので、ビジネス関係の書籍をできるだけそろ

えるようにしています。 

また、児童室も他の図書館よりも広めに設定され

ており、2 万冊以上の児童書がそろっています。 

 

 

 

北区立赤羽図書館 ☎(3901)1992 

 赤羽南１丁目１３番１号 赤羽会館５階 

赤羽図書館 

◀閲覧席 

開放感のある 

児童コーナー▶ 

◀８月は平和図書コーナー

を設置しました 

赤羽会館５階です▶ 

  図書館システム保守作業のため、上記の日時において

図書館ホームページと図書館システム（WebOPAC）

が使用不可となります（時間は前後する可能性がありま

す）。停止中は、資料検索・予約等、すべてのインターネ

ットサービスがご利用いただけません。 

 ●問合せ先 

  中央図書館 図書係 

    ☎(5993)1125 

皆様にはご不便をおかけいたし

ますが、ご理解ご協力のほど、

よろしくお願いいたします。 



図 書 館 一　　　般 児　　　童

【１階総合フロア】 かぞえてみよう！１・２・３

文字と親しむ

【北区の部屋】

千川上水

中 央 分 室 芸術にふれる おなかがすいたよ

上 十 条 時代劇まつり うちゅう

豊 島 世界のおいしい食事 おひさまとおつきさま

東 十 条 むかし話

赤 羽 旅 よーい、どん

浮 間 アートを楽しむ いろいろなしごと

赤 羽 西 あき

赤 羽 北 胸キュン月間 ひと汗かこう

神 谷 備えあれば憂いなし 身をまもる。

滝 野 川 秋を楽しむ～アウトドアはじめませんか？～ ハロウィンだ！おいしいものあつまれ！

昭 和 町 変えてみようか おそとにいこう！

【一般】

北区の本

【田端文士村】

芥川龍之介ゆかりの雑誌
～『新思潮』から『驢馬』まで～

東 田 端 〇〇の秋 キラキラ

滝 野 川 西 メンテナンス～心・体の声を聴こう つくるってたのしい♪

どうぐのせかい

かたち・いろ・かずの本

10月テーマ展示（注）休館日を除く

中 央

田 端

げいじゅつのあき

テーマ：「世界のおいしい食事」

世界各国の美味しい食事をご紹介します。皆さんはどの国の料理が

気になりますか？旅行気分で楽しんで下さい。

★ 『1時間多く眠る! 

睡眠負債解消法』      

岡
おか

島
じま

 義
いさ

/著 さくら舎   

嫌な考えが浮かびやすくなる、やる

気が失せる、イライラ感が増す、判

断力が鈍る、疲労感がとれない…

これらの問題の根幹は「睡眠」に

ある。睡眠時間のつくり方や睡眠

負債の解消法を、ストーリー形式

で紹介する。 

★ 『友だちってなんだろう?    

ひとりになる勇気、人とつながる力』

齋
さい

藤
とう

 孝
たかし

/著 誠文堂新光社   

自分の世界をもち、人に頼りきらな

い関係を築こう! 気の合う友だちを

つくる力、気の合わない友だちともう

まくつきあう力、ひとりを楽しめる力を

身につける方法を詳しく紹介。「友だ

ち関係に対する意識改革のすすめ」

の本。 

★『地球の食卓』
ピーター・メンツェル/著
TOTO出版

★『世界を食べよう！』
ぬま の きょう こ

沼野 恭子/編
東京外国語大学出版会

★『世界のかわいいお菓子』
パイインターナショナル/編著
パイインターナショナル

★『女ひとり旅、世界のめしを
食べつくす！』
み よ し と も こ

三好 智子/著
産業編集センター

★『WORLD BREAKFAST  
ALLDAYの世界の朝ごはん』
WORLD BREAKFAST
ALLDAY/著
スペースシャワーネットワーク



第117回 図書館で読書会 

 
参加者同⼠で課題本についての感想を話し合います。 

⾶⼊参加も⼤歓迎。当⽇、３階ホールにお越しください。 
 

第 117 回 課題本『⼆年間の休暇』 
ジュール・ベルヌ/作 朝

あ さ
倉
く ら

剛
かたし

/訳 福⾳館書店 
※『⼗五少年漂流記』という書名でも 

知られている作品です。 
⽇時︓10 ⽉ 10 ⽇（⼟） 

午後１時 30 分〜3 時 
申込︓不要。当⽇、直接会場へ。 
場所︓中央図書館３階ホール 
問合せ先︓中央図書館事業係 

電話(5993)1125 
 

ブックスタートフォローアップ事業 

「ちびっこ絵本サロン」 

企画・運営 北区図書館活動区民の会 

1〜２歳児親⼦対象 
⼿遊び、絵本、季節の遊びを 
楽しみます。 
⽇時︓10 ⽉ 18 ⽇（⽇） 
     午前 10 時 45 分〜午前 11 時 45 分 
     ※受付は 10 時 30 分から 
定員︓先着 10 組程度 
申込︓不要。当⽇、直接会場へ 
場所︓旧いなり公園（⼗条台 1-2） 
     ※中央図書館前の芝⽣広場先 
     ※天候が悪い場合、中央図書館 

3 階ホールで実施します。 
       ※ご不明な点は、上記コードより 

本事業のホームページをご覧ください。 
問合せ先︓中央図書館事業係  

電話(5993)1125 
 

読書講演会「私と本と創作と」 
 本との出合い、読書の楽しさや執筆の喜びなどについて
「さよなら、⽥中さん」ほか著者の区内在住⾼校⽣作家 
鈴⽊るりかさんにお話しいただきます。 
⽇時︓11 ⽉ 1 ⽇（⽇） 

午後 2 時〜3 時 30 分 
講師︓⾼校⽣作家 鈴⽊るりかさん 
定員︓30 名(抽選) 

区内在住・在学・在勤の⽅優先 
申込︓往復はがきに、読書講演会、郵便番号 

住所、⽒名、年齢、連絡先電話番号、 
返信⽤表⾯には申込む⽅の住所、⽒名を 
記⼊して、10 ⽉ 21 ⽇(⽔)(必着)まで 

場所︓中央図書館 3 階ホール 
申込・問合せ先︓ 

〒114-0033 ⼗条台 1-2-5 
中央図書館事業係  
電話(5993)1125 

 
 
 

ご利用ください 手話サポートデスク 
⽇時:10 ⽉ 17 ⽇(⼟)午後 1 時〜3 時 
場所:中央図書館１階 総合カウンターにお声かけ下さい  
※図書館利⽤でお困りのことや福祉機器などの説明を 
⼿話（筆談）通訳します 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「北区の歴史はじめの一歩」 
全 7 冊を販売しています。  

北区を 7 地区に分けて、それぞれの地域の特徴を 
盛り込んだ歴史⼊⾨書(全 7 冊)のシリーズです。 
北区全域の歴史を網羅しています。   

オールカラー。⽂字が⼤きく写真もいっぱい。読み物 
としても、ガイドブックとしてもご活⽤いただけます。 

全７冊とも北区⽴各図書館で閲覧・貸出のほか、 
下記の場所で 1 冊 310 円(税込)※⾚⽻東地区編 
改訂版のみ 400 円(税込)で販売しています。 
頒布場所︓ 
中央・滝野川・⾚⽻図書館、 
北区役所第⼀庁舎１階区政資料室、  
⾶⿃⼭博物館、区内⼀部書店 

問合せ先︓中央図書館図書係 電話(5993)1125 
 
 
 

配信するメールマガジン「図書館情報」！！ 
＊メールマガジン「図書館情報」は、区内図書館のイベントや新着図書情報などの最新情報を毎⽉２回１⽇、１５⽇に配信しています。 
＊ご⾃宅のパソコンで北区公式ホームページトップページの右にある『メールマガジン』から登録⼿続きができます。 
URL︓https://service.sugumail.com/kita/member/ 
図書館システムＵＲＬ https://www.library.city.kita.tokyo.jp/opac/OPP0200  

※お知らせ※ 

▲これまでに刊行した『北区の歴史はじめの一歩』 

▲『赤羽東地区編 改訂版』 

https://www.library.city.kita.tokyo.jp/opac/OPP0200


2020北区立図書館10月行事案内リスト

１７（土）・２４（土）１１時 ２４（土）１０時

１７（土）１４時

１７（土）１５時（小学生向） 　 会場は中央図書館３階ホールです。

２４（土）１４時３０分（紙芝居）    先着10組です。

１８（日）１１時

７（水）１５時５０分 ７（水）１１時

６・１３・２０・２７（火）１１時～

９（金）１５時３０分～

８（木）１５時３０分～

２３(金）１１時～

１０/1（木）［雑］

１０/１０（土)・２５（日）［図］

１１/１（日）［雑］

１１/１０（火）・２５（水）［図］

１０/１０（土）［雑・図］

１１/１４（土）［雑・図］

１０/１０（土）［雑］

１０/１１（日）・１７（土）・１８（日）［図］

１１/１４（土）［雑］

１１/１５（日）・２１（土）・２２（日）［図］

１０/１（木）［雑・図］

１１/１（日）［雑・図］

１０/３（土）［雑］

１０/１７（土）［図］

１１/７（土）［雑］

１１/２１（土）［図］

中央分室
（３９１２）８５６６

上十条
（３９０５）３５３３

豊島
（３９２７）３４２１

東十条
（５３９０）６６８０

リサイクルは、在庫がなくなり次第終了します。
 [図]は図書。[雑]は雑誌。随時[図]には日の指定はありません。１０月行事案内

図書館名
リサイクル

幼児向けおはなし会など
赤ちゃんのための

おはなし会※（２ヶ月分表示しています）

赤羽
（３９０１）１９９２

実施しません

実施しません

実施しません

７（水）１１時

実施しません

実施しません

実施しません

     随時実施します。

リサイクル資料が準備できた
　
タイミングで提供しています。

特定の日、曜日、時間での

提供はしていません。

実施しません

実施しません

実施しません

実施しません

実施しません

実施しません

中央図書館
（５９９３）１１２５

田端
（３８２８）５５６９

東田端
（３８１０）４３４１

滝野川西
（３５７６）８８００

昭和町
（３８９３）５４１８

浮間
（３９６５）６５３１

赤羽西
（３９０７）５９９２

赤羽北
（３９０７）６４１２

神谷
（５２４９）１２００

滝野川
（３９１０）９０９２

実施しません 実施しません

実施しません

実施しません 実施しません

実施しません

実施しません 実施しません

実施しません 実施しません

配信するメールマガジン「図書館情報」！！
＊メールマガジン「図書館情報」は、区内図書館のイベントや新着図書情報などの最新情報を、毎月２回、１日・１５日

に配信しています。

＊ご自宅のパソコンで、北区公式ホームページトップページの右にある『メールマガジン』から登録手続きができます。

（URL：https://service.sugumail.com/kita/member/）



一般図書編

位 予約数所蔵数 書　　　名 著者名 出版元

1 562 15 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 新潮社

2 516 15 流浪の月 凪良　ゆう 東京創元社

3 489 16 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋

4 452 11 クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社

5 391 15 FACTFULNESS
ハンス・
ロスリング

日経ＢＰ社

6 371 14 ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社

7 370 17 希望の糸 東野　圭吾 講談社

8 344 10 大家さんと僕 矢部　太郎 新潮社

9 336 10 少年と犬 馳　星周 文藝春秋

10 305 11 ケーキの切れない非行少年たち 宮口　幸治 新潮社

11 261 10 熱源 川越　宗一 文藝春秋

12 260 10 メモの魔力 前田　裕二 幻冬舎

13 254 15 沈黙のパレード 東野　圭吾 文藝春秋

14 233 11 女帝小池百合子 石井　妙子 文藝春秋

15 228 12 ノースライト 横山　秀夫 新潮社

ＣＤ編

位 予約数所蔵数 タ　イ　ト　ル アーティスト 発売元

1 226 2 ＢＯＯＴＬＥＧ 米津玄師 ＳＯＮＹ　Ｒｅｃｏｒｄｓ

2 165 2 ｄｉｏｒａｍａ 米津玄師
ＲＥＩＳＳＵＥ
ＲＥＣＯＲＤＳ　ｉｎｃ．

3 136 2 Ｆａｎｔｏｍｅ 宇多田ヒカル
Ｖｉｒｇｉｎ　Ｍｕｓｉｃ
／ヴァージン

4 106 2 Ｆｉｎａｌｌｙ 安室奈美恵
Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ
Ｐｏｉｎｔ

5 100 2 瞬間的シックスセンス あいみょん ｕｎＢＯＲＤＥ

6 97 2 Ｔｒａｖｅｌｅｒ
Ｏｆｆｉｃｉａｌ
髭男ｄｉｓｍ

ポニーキャニオン

7 96 2 エスカパレード
Ｏｆｆｉｃｉａｌ
髭男ｄｉｓｍ

ラストラム

8 71 2 Ｓｙｍｐａ Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ アリオラジャパン

9 67 2 ＹＡＮＫＥＥ 米津玄師 ユニバーサル　シグマ

10 60 2 Ｂｒｅｍｅｎ 米津玄師 ユニバーサル　シグマ

11 59 2 魚図鑑 サカナクション ＮＦ　Ｒｅｃｏｒｄｓ

12 57 2 アンコール
ｂａｃｋ
ｎｕｍｂｅｒ

ユニバーサル　シグマ／
Ａ＆Ｍ

13 54 1 ＣＥＲＥＭＯＮＹ Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ アリオラジャパン

14 52 1
クイーン・プラチナム・コレクション
グレイテスト・ヒッツ　Ⅰ－Ⅲ

クイーン Ｐａｒｌｏｐｈｏｎｅ

15 51 2 ＱＵＥＥＮ　グレイテスト・ヒッツ　１＆２ クイーン ＥＭＩ

お待たせしています。皆様から多くの予約をいただいている資料の一部です。
令和2年9月14日現在　※予約状況は毎日変動しています。予約多数リスト

PC用 https://www.library.city.kita.tokyo.jp/opac/ 携帯用 https://www.library.city.kita.tokyo.jp/m/


