
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

◀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 １月４日（月）・１８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 

１月２８日（木）………………………………………………………館内整理日のため全館休館 

１月２６日（火）～１月２８日（木）…………滝野川・神谷図書館は特別整理日のため休館 

令 和 ３ 年 １ 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 １月 
北区図書館情報 

 
 

刊行物登録番号 

 ３１-2-１６５ 

 

 

中央図書館長 

堀田 哲二 

新年あけましておめでとうございます 
 昨年は台風の上陸がなく、一部の地方で豪雨災害はありましたが、全国

的には自然災害の少ない一年でした。そのせいか、中央図書館前のいなり

プレーパークの木立もここ数年来になく鮮やかで長く紅葉が楽しめました。 

 一方、新型コロナウイルスは世界的にも猛威を振るい、１月に国内初の

患者の確認から、わずか１カ月余りで国内感染者が１００人を超えました。感

染拡大を受け、北区立図書館においては４月８日から６月１日まで休館とす

るなど、北区立図書館８０年以上の歴史の中にも例のない、感染防止の取

り組みを行ってまいりました。大変ご不便をおかけしておりますが、現在も感染

拡大が続いていることから、事業の中止やソーシャルディスタンスの確保、

短時間利用のお願いなど国や東京都の指導、日本図書館協会などのガイ

ドラインにのっとった様々な対策を行っております。 

 図書館運営におきましては、図書館業務に従事する職員から陽性者が出

たため、必要な期間、臨時休館とさせていただき、大変ご迷惑をおかけいた

しました。臨時休館も含めて、感染拡大防止に利用者の皆さまのご理解とご

協力をいただき、誠にありがとうございました。 

 また、おはなし会や絵本サロンなどの読書活動推進事業の企画、実施、

運営におきましては、感染拡大が心配されるなか、多くの場面で「北区図書

館活動区民の会」の皆さまにご協力をいただいており、そのお力添えに厚く御

礼申し上げる次第です。 

令和３年は丑
う し

年
ど し

。丑年は「我慢（耐える）」、「これから発展する前触れ

（芽が出る）」というような年になるといわれています。 

 

 

昨年の主な図書館事業 

▲R2.4 新浮間図書館開館 ▲R2.6 感染防止対策を

徹底し、図書館サービスの

再開 

▲R2.8～ コロナ禍で 3 密

を避けた、青空絵本サロン

開催 

▲R2.10 北区ティーンズ・

ビブリオバトル 

▲R2.2 子育てガーデン

フェア 0・1・２才 

▲R2.2,R2.11 バリアフリ

ー朗読会（写真は 2 月開

催時） 

 

 北区立図書館では引き続き、適切な感染防止対策をとりながら、１月に 

開催予定の「親子で探検！中央図書館ナイトツアー」をはじめ、公開歴史講座、 

読書会、おはなし会などを開催し、区民の皆さまにより多くの本と出合う機会を持っていただける

よう取組みを進めてまいります。 

 これからも北区立図書館では、資料の清掃、館内の消毒、換気や職員、スタッフの健康

管理、マスクの着用、手洗いなど感染防止対策を徹底してまいります。 

 利用者の皆さまにおかれましては、利用時の対策にご理解をいただき、安全に図書館をご利

用いただくようお願いいたします。 

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 



 
今回は 浮間図書館 

 

 

浮間図書館は昭和53年に開館して以来、浮間地区にお

住まいの多くの皆様に利用されています。本年度、今まであっ

た浮間1丁目から浮間４丁目へと移転になり、最寄り駅もＪ

Ｒ北赤羽駅からＪＲ浮間舟渡駅にかわりました。新しい図

書館は浮間中学校複合施設内にあり、北区では初の試みと

なっています。 

駅の近くという立地条件を考慮して、閲覧席の数を他の地

区にある図書館よりも多めに用意するとともに（現在は新型

コロナウイルス感染予防のため一部使用不可）、対面音訳

室やＰＣコーナーが新設されました。また、浮間地区の地域

資料をそろえたコーナーもあります。 

さらに中学校複合施設である特徴を活 

かして、おはなし会などイベントを浮間ラウン 

ジ（多目的ホール）で行えるほか、生徒 

の皆さんが読書に興味をもってくれることを 

考えて、ＹＡ（ヤングアダルト）コーナー 

の充実に努めています。 

新しくなった浮間図書館をどうぞよろしく 

お願いいたします。 

図書館入口▶ 

◀閲覧席 

※新型コロナウイルス感染予防

のため仕切られています。 

▲新設されたＰＣコーナー 

◀浮間舟渡駅徒歩 2分！ 

浮間中学校複合施設です。 

お詫び 滝野川図書館は、勤務する北区の職員から新型コロナウイルス感染症の陽性が確認されたことに伴い、12 月 8 日(火)から 10 日(木)まで臨時

休館いたしました。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしました。今後とも安心してご利用いただける図書館運営に努めてまいります。 

北区立図書館より 

新型コロナウイルス感染予防についてのお願い 
●来館者の皆さまには、入退館時、資料の利用の際には手洗いや消

毒をお願いいたします。 

●マスクの着用をお願いいたします。 

●できるだけ館内での会話は控えるようにお願いいたします。 

●滞在時間は60分程度でお願いします。 

●他の利用者の方と十分な距離（概ね 2ｍ程度）をお取りください。 

●ご自身で入館記録が残せるようにメモを用意いたしました。ご活用く

ださい。 

●返却された資料は表面を除菌液で清掃し、一定期間留め置く対策

を行います。このため図書館で在架となっていても資料が提供できる

までに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。 

●換気のため、窓を開けております。できるだけ暖かい服装でお越しくだ

さい。 

 

指をなめてのページ

めくりは絶対におや

めください。 

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。 
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【１階総合フロア】 おめでとう

我がこそがNO.１

【北区の部屋】

北区、半世紀の移り変わり
～広報ビデオ『北区空中散歩 いま・むかし』より～

中 央 分 室 大切な人と過ごす あたたまるほん

上 十 条 ダイエット 十二支

豊 島 コミュニケーション モーモーうしさん

東 十 条 しんねん

赤 羽 数学は楽しい！ お金のひみつ

浮 間 初読み！ おやすみなさい

赤 羽 西 おいしいもの

赤 羽 北 日本ここが好き おうえんしているよ。

神 谷 腹が減っては戦ができぬ おなかがすいた！！

滝 野 川 あったか～い ゆきがふったら

昭 和 町 雑誌を集めてみました おはよう！

【一般】

〇〇NEN

【田端文士村】

文士の手紙
～大切な人だけに見せた文士の素顔～

東 田 端 体作りは筋肉から ときのほん　いま・むかし・みらい

滝 野 川 西 未来をのぞこう 「にっぽん」でござる！

どうぐのせかい

かたち・いろ・かずの本

1月テーマ展示（注）休館日を除く

中 央

田 端

和（わ）のぶんか

テーマ：「日本ここが好き」

マナーが良い、ご飯が美味しい、清潔だ、など外国の方からも

人気の国『日本』です。世界に誇れる国を、もっと好きになりませんか。

★ 『病気を生まない食』  

長
は

谷
せ

山
やま

俊
とし

郎
ろう

/著 サンマーク出版     

健康と疾病に関する科学的知見 を

援用して、現代日本人の病の本質と

健康体を維持する食の摂取を提示。

生命と健康の維持に不可欠な食を

適切に摂取することでのみ 、末永い

健康を手に入れることが可能であると

説く。 

★ 『疫病と人類』 

山
やま

本
もと

太
た

郎
ろう

/著 朝日新聞出版    

新型インフルエンザ、SARS、コロナ

ウイルス…。近年加速度的に登場

する感染症は、人類に何を問うて

いるのか。そして、過去の感染症は

社会にどのような 変化をもたらした

のか。人類と感染症の関係を文明

論的見地から考える。 

★『仏像に恋して』
ま ふね

真船きょうこ/著
新人物往来社

★『子どもといっしょが楽しい
おうち歳時記 』
季節の遊びを楽しむ会 /著
メイツ出版

★『あらもの図鑑 』
まつ の ひろし

松野弘/著
新潮社

★『おうち和食』
暮らし上手特別編集
枻出版社

★『JAPAN CLASS』
ジャパンクラス編集部編
東邦出版



第120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。 

小中高生も大歓迎。当日、３階ホールにお越しください。 
 

第 120 回 課題本 
『レイチェル・カーソン [沈黙の春]で 
地球の叫びを伝えた科学者』 
 
ジンジャー・ワズワース 著 / 上遠恵子 訳 偕成社 

日時：1 月 9 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：1 月 17 日（日） 

     午前 10 時 45 分～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 

     ※天候が悪い場合は、中央図書館 

3 階ホールで実施します。 

       ※ご不明な点は、上記 QR 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 

 

 

 

ご利用ください 手話サポートデスク 

日時：1 月 16 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。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お知らせ※ 

公開歴史講座 

「北区の軍用鉄道そのナゾにせまる」 
対象：中学生以上の方 

日時：2 月 7 日（日）午後２時～４時 

場所：中央図書館３階ホール 

内容：かつて、堀船・十条・滝野川・板橋・桐ヶ丘などの 

軍事施設の間を列車が行き来していました。 

この講演では、陸軍の資料をもとに、 

軍用鉄道のナゾにせまります。 

講師：中央図書館地域資料専門員 黒
く ろ

川
か わ

 徳
の り

男
お

 

定員：20 名（応募多数の場合抽選） 

申込：往復はがきの往信用裏面に講座名、郵便番号、 

住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を、 

返信用表面には申込む方の住所、氏名を記入して 

1 月 20 日（水）（必着）までに下記までお申込

みください。 

※視覚障がいのある方は電話で、聴覚障がいのある方

はファクスにてお申込みいただけます。 

※手話通訳が必要な方は事前にご連絡ください。 

※会場にはヒアリングループ補聴援助システム

が設置されています。 

申込・問合せ先： 

〒114－0033 北区十条台 1-2-5 

北区立中央図書館図書係  

TEL 5993-1125  

FAX 5993-1044 

 

 

図書館メールマガジン配信中！ 詳しくはこちら☟ 
URL https://service.sugumail.com/kita/member/ 
図書館システムＵＲＬ 
https://www.library.city.kita.tokyo.jp/opac/OPP0200  

 

ぽけっと１２月号に誤りがありました。訂正しお詫び致します。 
・4 面 「親子で探検！中央図書館ナイトツアー」  
イベント表記について   

〈誤〉 親子で謎解き！→ 〈正〉 親子で探検！ 
 
 

「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 

 

 

 

▲『赤羽東地区編 改訂版』※改訂前の「赤羽東地区編」は販売終了しました。 

▲これまでに刊行した『北区の歴史はじめの一歩』 



2021北区立図書館1月行事案内リスト

１６（土）・２３（土）１１時 ２３（土）１０時

１６（土）１４時

１６（土）１５時（小学生向） 　 会場は中央図書館３階ホールです。

２３（土）１４時３０分（紙芝居）    先着１０組です。

１７（日）１１時

６（水）１５時５０分 ６（水）１１時

実施しません

１２・１９・２６（火）１１時

８（金）１５時３０分

１４（木）１５時３０分

２２（金）１１時

１/５（火）［雑］

１/１０（日)・２９（金）［図］

２/２（火）［雑］

２/１０（水）・２６（金）［図］

１/９（土）［雑・図］

２/１３（土）［雑・図］

１/１６（土）［雑］

１/１７（日）・２３（土）・２４（日）［図］

２/１３（土）［雑］

２/１４（日）・２０（土）・２１（日）［図］

１/５（火）［雑・図］

２/２（火）［雑・図］

１/９（土）［雑］

１/１６（土）［図］

２/６（土）［雑］

２/２０（土）［図］

滝野川西
（３５７６）８８００

実施しません 実施しません

田端
（３８２８）５５６９

実施しません ２２（金）１１時

東田端
（３８１０）４３４１

実施しません 実施しません

１４（木）１１時

滝野川
（３９１０）９０９２

実施しません 実施しません

昭和町
（３８９３）５４１８

実施しません 実施しません

実施しません

赤羽西
（３９０７）５９９２

実施しません 実施しません

赤羽北
（３９０７）６４１２

実施しません

２１（木）１０時４０分

東十条
（５３９０）６６８０

６（水）１１時

赤羽
（３９０１）１９９２

実施しません １３（水）１０時３０分

中央図書館
（５９９３）１１２５

     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。

中央分室
（３９１２）８５６６

実施しません

上十条
（３９０５）３５３３

豊島
（３９２７）３４２１

２１（木）１０時

浮間
（３９６５）６５３１

神谷
（５２４９）１２００

実施しません

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。１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）

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

1 547 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

2 492 17 流浪の月 凪良　ゆう 東京創元社

3 437 17 クスノキの番人 東野　圭吾 実業之日本社

4 405 16 そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋

5 365 15 FACTFULNESS
ハンス・
ロスリング

日経ＢＰ社

6 354 15 ライオンのおやつ 小川　糸 ポプラ社

7 346 17 少年と犬 馳　星周 文藝春秋

8 304 11 ケーキの切れない非行少年たち 宮口　幸治 新潮社

8 304 15 「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内　えみ ダイヤモンド社

9 303 18 希望の糸 東野　圭吾 講談社

10 280 11 大家さんと僕 矢部　太郎 新潮社

11 239 10 メモの魔力 前田　裕二 幻冬舎

12 227 10 家族じまい 桜木　紫乃 集英社

13 217 10 熱源 川越　宗一 文藝春秋

13 217 12 半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸　潤 講談社

ＣＤ編

位 予約数所蔵数 タ　イ　ト　ル アーティスト 発売元

1 213 2 ＢＯＯＴＬＥＧ 米津玄師 ＳＯＮＹ　Ｒｅｃｏｒｄｓ

2 154 2 ｄｉｏｒａｍａ 米津玄師
ＲＥＩＳＳＵＥ
ＲＥＣＯＲＤＳ　ｉｎｃ．

3 124 2 Ｆａｎｔｏｍｅ 宇多田ヒカル
Ｖｉｒｇｉｎ　Ｍｕｓｉｃ
／ヴァージン

4 103 2 Ｔｒａｖｅｌｅｒ
Ｏｆｆｉｃｉａｌ
髭男ｄｉｓｍ ポニーキャニオン

5 97 2 エスカパレード
Ｏｆｆｉｃｉａｌ
髭男ｄｉｓｍ ラストラム

6 95 2 Ｆｉｎａｌｌｙ 安室奈美恵
Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ
Ｐｏｉｎｔ

7 93 2 瞬間的シックスセンス あいみょん ｕｎＢＯＲＤＥ

8 74 2 Ｓｙｍｐａ Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ アリオラジャパン

8 74 2 ＣＥＲＥＭＯＮＹ Ｋｉｎｇ　Ｇｎｕ アリオラジャパン

9 60 2 ＹＡＮＫＥＥ 米津玄師 ユニバーサル　シグマ

10 52 2 Ｂｒｅｍｅｎ 米津玄師 ユニバーサル　シグマ

11 51 2 魚図鑑 サカナクション ＮＦ　Ｒｅｃｏｒｄｓ

12 50 2 アンコール
ｂａｃｋ
ｎｕｍｂｅｒ

ユニバーサル
シグマ／Ａ＆Ｍ

13 49 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

14 46 2 ＭＡＧＩＣ
ｂａｃｋ
ｎｕｍｂｅｒ

ユニバーサル
シグマ／Ａ＆Ｍ

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12月15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/


