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★復刻缶バッチガチャ第5弾
期間：3月19日（土）～3月21（月）
内容：今までの缶バッチが期間限定でよみがえる企画
の第5弾（最終回）です。資料を3点以上借りてガチャ
にチャレンジしてください。（6点以上でもう1回！）

お問い合わせ：市貝図書館 ☎68-4380

★歴史民俗資料館のイベント
第46回企画展「いちかいの埋蔵文化財」
期間：3月21日（月）まで

※休館日は図書館に同じ
内容：市貝町の発掘調査で出土した遺物を展示します。

お問い合わせ：中央公民館 ☎68-0020

感染症対策のためサービスの制限をしています。
ホームページやtwitterでも情報を更新しています。
引き続き感染症対策にご協力ください。

4月18日（月）～4月25日（月）
の期間、図書館システム変更のため臨時休館と

させていただきます。
休館中の本の返却は返却ポストをご利用くださ

い。CD・DVDは破損防止のため開館後カウン
ターに返却してください。ご不便をおかけいたし
ますがご理解とご協力をお願いいたします。
下記カレンダーをご参照ください。

★開館時間 9:30～19:00★

イベントの開催については、感染症
対策を講じながら安全にできるよう
配慮しております。
※状況により変更・中止あり
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市貝町立図書館
〒321-3423
栃木県芳賀郡市貝町市塙147
℡ 0285-68-4380
URL http://www.library.ichikai.tochigi.jp/

市貝町立図書館
『いっとくん』

@ittokun_ichikai

ツイッターでも
情報配信中！

ホームページは
こちら

図書館カレンダー

twitterで「市貝図書館カルトクイズ」実施中！

3月のイベント

※

※月末資料整理日

★2022年本屋大賞はどの作品？★

システム変更による
臨時休館のお知らせ

★利用者カード更新について★

2021年6月より図書館のカードが新しくなりま
した。まだ更新がお済みでない方は、カウンターで
手続きをお願いします。申込書の記入・身分証（運
転免許証や保険証など住所が確認できるもの）の提
示が必要です。

3月末までに手続きが完了されない場合は、更新
しないと貸出できません。
皆さまのご理解とご協力を
お願いいたします。
※中学生までは保護者の方
が代理で手続きもできます

1階新刊コーナー奥に、受賞作関連コーナーを設
置しています。毎年4月に決定する「本屋大賞」の
ノミネート作を紹介しています。今年はどの作品
が選ばれるのか？ぜひお気に入りを探してみてく
ださい。

臨時休館

http://www.library.ichikai.tochigi.jp/


最近ヤングケアラーという言葉を聞いたことがあるかと思います。18歳未満の子どもが家族の介護や身の回
りの世話をしなければならないのです。将来のある子どもたちが学校へまともに行けないのみならず、生活が極
端に束縛されているのです。これでは夢も希望もありません。文部科学省と厚生労働省が令和3年3月に発表し
た調査結果によると、全国で中学生の約17人に1人、高校生が28人に1人がヤングケアラーになっていると推
計しています。栃木県でも今年の夏までには調査を行うとしています。家族に代わって幼い兄弟の世話をする・
障害のある家族の入浴や介助をする・家計を支えるために労働を行う・依存症を抱える家族に対応するなど、い
ずれも後の人生にまで影響を与えてしまうことに繋がっています。担任の先生や親を交えた面談でも異変には気
づかれることはないと専門家は言っています。「相談したところで誰も理解してはくれない」と、思っているの
でしょうか。今年もコロナ禍の中で年が明けましたが、社会は不安と共にこれまでないほど疲弊しています。失
業者が増え、生活困窮者が激増しています。政府はスローガンばかりで、足元に本当に困窮している人達がいる
ことを見過ごしてはいないでしょうか。子ども家庭庁の新設も良いが、もっと現実を直視した方策をすぐに実施
して欲しいと願っています。 お問い合わせ 市貝図書館 ☎68-4380

★市貝図書館ベストランキング★

1位 『推し、燃ゆ』
宇佐見 りん∥著（河出書房新社）

2位 『お探し物は図書室まで』
青山 美智子∥著（ポプラ社）

3位 『犬がいた季節』
伊吹 有喜∥著（双葉社）

3位 『52ヘルツのクジラたち』
町田 そのこ∥著（中央公論社）

3位 『自転しながら公転する』
山本 文緒∥著（新潮社）
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一般書（小説）

児童書

1位 『名前で人生は9割決まる』
なかやま うんすい∥著
（自由国民社）

2位 『スマホで困ったときに開く本』
（朝日新聞出版）

3位 『志麻さんのベストおかず』
タサン 志麻∥著（扶桑社）
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集計期間2021年1月～2022年1月（同数の場合は同順位）

CD

1位 『STRAY SHEEP』 米津 玄師
2位 『おいしいパスタがあると聞いて』 あいみょん
3位 『LEO-NiNE』 LiSA
3位 『HELP EVER HURT NEVER』 藤井 風
3位 『盗作』 ヨルシカ
3位 『CEREMONY』 King Gnu
3位 『Traveler』 Official髭男dism

DVD一般書（小説以外）

1位 『よのなかルールブック』
高濱 正伸∥監修（日本図書センター）

2位 『アンパンマンをさがせ！』
やなせ たかし∥原作（フレーベル館）

3位 『ほっぺちゃんとさがしっこ！③』
サン宝石∥監修（KADOKAWA）

1位 『映画すみっコぐらし』
2位 『若おかみは小学生！』
2位 『恐竜大進撃』
3位 『東映まんがまつり』
3位 『はたらく細胞』
4位 『シティーハンター

THE MOVIE』
5位 『アルキメデスの大戦』

パンの間に具材を挟んで両面をこんがり焼い
て作るホットサンド。有り合わせの材料でもお
いしいサンドが作れます。

YouTubeやtwitterでもちょっとした有名人
の著者は、このホットサンドを作る道具「ホッ
トサンドメーカー」で、あらゆる料理を作る達
人なのです。餃子・ピザ・ハンバーグ・お好み
焼き、その他いろいろ…。焼き加減の調節や大
きなものをひっくり返すのも簡単。特に驚いた
のは、なんとトンカツのような揚げ物もできて
しまうこと。残りの油の処理がおっくうで敬遠
しがちでしたが、我が家でもたまに登場するよ
うになりました。驚きの作り方はぜひ本書を見
てみてください！直火式ホットサンドメーカー
の楽しさにワクワクしています。

この本では、バードウオッチングを始
めたい人に向けて、身近な鳥の探し方、
道具の基礎知識、撮影の仕方等を、ス
トーリーマンガで解説しています。
皆さんも、鳥を通して季節の移ろいを

感じ、動植物の観察を楽しみ、空を眺め
海や山里歩きに出かけてみてください。
ちなみに、「鳥見（とりみ）」を始める
なら、木々の葉が生い茂る前の冬の時季
からがおすすめだそうです。
この本では、ミニ野鳥図鑑、おすすめ

コンテンツも収録。ぜひ参考にして、生
活の中でも身近な「鳥見」を楽しんでみ
てくださいね。

「今日からはじめる
ばーどらいふ！」

一日一種∥著
（文一総合出版）

「リロ氏のホントにとてもくわしい

ホットサンドメーカーレシピ」
リロ氏∥著

（マキノ出版）


