
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００７年 7月（Ｎｏ.4） 

千歳市立図書館 
〒066-0046 千歳市真町２１９６番地の１ 
ＴＥＬ ０１２３－２６－２１３１ ＦＡＸ ２６－２１３３ 

ホームページ http://library.city.chitose.hokkaido.jp/ 

講 師  山田白百合 氏 

と き  8 月 1(水)、２(木)、３(金)、５(日)、８(水) 

     午後２時～４時 

ところ  千歳市立図書館 2階ＡＶ室 

対 象  小学生～一般(小学 3年生以下は保護者と一緒にご参加ください) 

定 員  20名 ※7月 27日(金)まで図書館へお申し込み下さい 

持ち物  筆記用具、三角定規(2回目以降はその都度連絡します) 参加料無料 

    ※詳しくは図書館までお問い合わせください 

世界で１冊のオリジナル絵本を作ってみませんか？ 

５回にわたり、おはなし作りやさし絵、 

製本を学びながら、 

あなただけの絵本を完成させます。 

ぜ 親 ご参加 ださ

講師の作品です。

この様な簡単なし

かけもできます。

～利用案内～ 

開館時間 午前 10時～午後 7時 

休 館 日 毎月第 3月曜日 

7月の休館日は16日です 

 

8月28日(火)～9月5日(水)まで、

蔵書点検作業のため休館します。 

この期間は、移動図書館車ブッく

ん、インターネット予約、ホームペ

ージからの蔵書検索もお休みしま

す。本の返却はブックポストをご利

用ください。 

ブッくん（移動図書館バス）の 

豊里・あずさ・向陽台地区の時間帯が

7月 7日から変わります！

※変更は次のとおりです  

ハスカップ公園  10:20～10:50 

あずさ 2号公園前 11:10～11:40 

※向陽台公園駐車場 13:40～14:10 

※いずみさわ児童館 14:20～14:50 

※向陽台公共駐車場 15:10～15:40 

 

★曜日はそのまま､毎月第１・３土曜日です 

休館のお知らせ 



『スクリーンの向こう側』 
戸田奈津子著  ＷＯＷＯＷ <778 ﾄ>

  数多くの字幕翻訳を担当した著者の作

品にまつわる話 

 

『１２歳からの映画ガイド』     
 佐藤忠男著 小学館     <Y77 ｼﾞ> 

  映画を見ることで広い世界が見えて

くる 

     
『シネマ１０１の名セリフ』 
折口ケイ 冬門稔弐著     <778.2 ｵ>   

パラダイム 

映画の中の名セリフの数々 

    

『おさるのジョージえいがをみる』
Ｍ．＆Ｈ．Ａ．レイ <E ｵ> 

岩波書店 

映画をみにいったおさるのジョージ、

映画を映している部屋をのぞいたら 

 

『映画でクラシック！』 <778 ﾆ>
 西村雄一郎著 新潮社 

 スクリーンに流れるさまざまなクラシ

ック音楽 

『昭和が明るかった頃』 
関川夏央著 文芸春秋  <778.2 ｾ> 

時代に敏感であった映画､その中で 

日活に材料を取って昭和を考える 
 

『活動弁士－無声映画と珠玉の話芸』  
無声映画鑑賞会編  <778.2 ｶ> 

 アーバン・コネクションズ 

 無声映画のあらすじと名せりふ、弁士

の人物録 
 

『映画とたべもの』  <778 ﾜ>  
 渡辺祥子著 ぴあ 

 食べるシーンを通して語られる映画の

世界 

      
 

※ < >は請求記号です。 
今月の特集コーナーに展示しています 

『知識の泉１２  映画の発明』<K03 ﾁ> 
マリヨン・シャリエ ルー・ジュネ著 

同朋舎出版 

仕掛けをまじえながら｢映画｣の歴史が 

わかる 

     
 

『映画になった名著』 <904 ｷ> 
木本至著 マガジンハウス 

 あの作品がこんな映画になった 

 

『映画で歩くパリ』<293.5 ｽ> 
鈴木布美子著 新潮社 

映画に登場する街角、風景、名画のポ

スターでパリを堪能 

 

『さっぽろ文庫４９ 札幌と映画』 
 札幌市教育委員会編 <081 ｻ> 
札幌における映画の歴史  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
新着図書案内 

                                                   （6 月に入った本の一部です）   

 

※請求記号の欄の記号と紹介本の＜＞は請求記号です。 

読みたい本が見つからないときは、気軽に職員におたずねください。 

 書      名 著者名 出版社 請求記号 

挑発者 東直己 角川春樹事務所 913ア 

カオスの娘 島田雅彦 集英社 913シ 

江戸は心意気 山本一力 朝日新聞社 914ヤ 

アパルーサの決闘 ﾛﾊﾞｰﾄ B ﾊﾟｰｶｰ著／山本博訳 早川書房 933パ 

壊れた光、雲の影 片山恭一 文藝春秋 913カ 

永遠のとなり 白石一文 文藝春秋 913シ 

文芸 

パライゾの寺 坂東砂子 文藝春秋 913バ 

喝采！家カレー 水野仁輔 主婦と生活社 596ミ 

イラスト版行事食・歳事食 坂本廣子 合同出版 596サ 教養 

ナチュラルな空間にあう家具ｽﾀｲﾙﾌﾞｯｸ  主婦の友 597ナ 

子どもと楽しむ行事とあそびのえほん すとうあさえ文/さいとうしのぶ絵 のら書店 K386ス
児童 

カブトムシ 栗林慧写/日高敏隆総合監修 リブリオ出版 K486カ

おさるのおいかけっこ いとうひろし作・絵 講談社 E オ 

雨がふったら、どこへいく？ ｹﾞﾙﾀﾞ･ﾐｭｰﾗｰさく／いとうなおこやく 評論社 E ア 絵本 

やっぱりたまごねえちゃん あきやまただし作・絵 鈴木出版 Eヤ 

今月の特集 ～スクリーンの向こう側、こちら側 ～



子ども放送局 

(１階休憩ｺｰﾅｰ) 

日時：毎週土曜日 11時～12 時 

7/  7 子ども放送局ﾆｭｰｽ 

にじいろ玉手箱 

7/14 夢ｽﾀｼﾞｵ  

夢は地球をかけめぐる 

～はだしの文化人類学者

西江雅之さん～ 

7/21  VTR 番組 

7/28  ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室 

大地の色で絵を描こう

千歳市民文芸の会からのお知らせ 

      

 

千歳市民文芸の会では千歳市民のみなさんの作品を募集いたします。文題は自由です。 

下記の規定により御応募下さい。 

 【規定】 

1.作品   未発表のものにかぎる。 

2.応募資格 千歳市民又は千歳市民文芸の会々員 

 3.原稿   （市販の400字詰原稿用紙使用） 

       （1）創作・童話・評論 50枚以内 

       （2）ノンフィクション 30枚以内 

       （3）随想       10 枚以内 

       （4）詩        40 行以内 

       （5）俳句・川柳    10 句 

       （6）短歌        5 首 

       （７）会員以外の投稿は掲載料として3,000円、又は会員になる。 

       （8）提出原稿は返却しない。 

       （9）投稿された原稿は編集委員会で検討する。 

 4.原稿〆切  2007年 7月 31日 

 5.原稿送り先 〒066-0037 千歳市新富3丁目17-9 

                森下 洋宅 

                TEL 0123-24-7139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

予約ベスト10     （2007.6.15 現在） 

順位 書名 作者 人数

1 使命と魂のリミット 東野 圭吾 31

2 ふぞろいな秘密 石原 真理子 25

3 家日和 奥田 英朗 22

4 赤い指 東野 圭吾 19

5 鈍感力 渡辺 淳一 18

水上のパッサカリア 海野 碧 15

メタボラ 桐野 夏生 15

6 

 

ジェネラル・ルージュの凱旋 海堂 尊 15

9 鏍鈿迷宮 海堂 尊 14

10 ナイチンゲールの沈黙 海堂 尊 13

第 35号千歳市民文芸作品募集



 
 

 

7 日(土) 14:00～  土曜おはなし会 おはなしぐるんぱ 

8 日(日) 11:30～    日曜おはなし会 しゃぼんだま 

14 日(土) 11:00～    第 2第 4土曜おはなし会くりねずみ 

18 日(水) 11:00～    おはなしの会 ピノキオ           

          15:30～    えいごおはなし会 

21日(土)14：00～  土曜おはなし会 おはなしぐるんぱ 

22日(日) 11:30～  日曜おはなし会 しゃぼんだま 

28日(土) 11:00～    第 2第 4土曜おはなし会くりねずみ 

 

 

●７月１日(日) 14:00～14:30 

「くじらのなかま」  
          野生のどうぶつシリーズ 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

●７月１５日(日) 14:00～15:35 

「天切り松 闇がたり」[2004 年作品] 
 原作： 浅田 次郎 

  監督： 本木 克英 

出演： 中村 勘九郎、椎名 桔平、篠原 涼子ほか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※これらの行事への参加はすべて無料です 

おはなし会 １階おはなしコーナー 

上映会 2階ＡＶ室 

 
『三まいのおふだ』原作 松谷みよ子『食べられた山んば』脚本 高坂純／演出 佐々木恒心

8月 12 日(日) 午後 3時～4時 劇団さっぽろによる公演を行います。 

昨年公演しました「なら梨とり」に続く松谷みよ子のやまんばシリーズです。 

 詳しくは図書館だより 8月号に掲載します。 

公演のお知らせ 

遊び上手なイルカやクジラ、その赤ち

ゃんがいる海の中へ会いにいこう。 

不思議なイルカのお話もあるよ！ 

浅田次郎の名作小説を原作に、天下の

大泥棒として名を馳せた「天切り松」

の青春時代を描いた感動の人間ドラマ 

 

日時：7月 27 日（金）午前 10 時 30 分～12 時 30 分 

 動く紙芝居といわれるパネルシアターの創案、創始者の古宇田氏（東京在住）がパネルシ

アターで夢を作り出す楽しい演じ方・作り方を指導して下さいます。 

 10 時 30 分～11 時までは幼児親子向けのパネルシアターを行いますのでぜひ親子で参加く

ださい。11 時 20 分～12 時 30 分までは講義と実演です。 

詳しくは館内ポスターまたは図書館にお問い合わせください。 

講習会のお知らせ  ～「古宇田亮順先生のパネルシアター講習会」～ 


