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第 12 回ふるさとポケット

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも図書館で読み聞かせをしているボランティア

エプロンシアター、おもしろい紙芝居、絵

とき 9 月 30日(日) 

場所 図書館玄関前 ※雨天時

保存期間の過ぎた雑誌や図書館に同じ本がある場

市民の皆様に無料で提

毎年混雑しますので午前10時より車庫

開始は午前 11時
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２００７年 9月（Ｎｏ.6） 

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

ページ http://library.city.chitose.hokkaido.jp/ 
 

が集まってたのしいパネルシアターや 

本の読み聞かせなどをします。 

11 時～15時 

 図書館 2階ＡＶ室 

合、除籍した本を有効利用するため、 

供します。 

前で整理券を配布します。 

からです。 

車庫 

館時間 午

館 日

月の休館

月1～5

出制限 2

9 月 6 日

させていた

過ぎますと

方にたくさ

力をお願い
～利用案内～ 

前 10時～午後 7時 

 毎月第 3月曜日 

日は 17日です 

日は蔵書点検のため休館です

0冊、2週間 

(木)より貸出延長は 1回のみと

だきます。また返却日が 8 日

貸出延長できません。多くの

んの本を貸出するためにご協
致します。 
～図書館利用案内～ 
【コピー機の利用について】 
雑誌などをコピーするときは本来、

者の許諾が必要です。しかし図書館

、その特性により著作権法において

付きで著作者の許諾なしにコピー

ます。その条件は、営利を目的とし

で、図書館資料を一人一部コピーす

す。9 月 6 日よりコピーをする場

『複写申込書』を記入していただき

のでご協力よろしくお願いいたし

。また、従前より下記の資料のコピ

できませんのでご了承ください。 

ち込み資料 ＊当日の新聞 

誌の最新号 



 ～知れば知るほど､奥が深い～ 

 

 

 
 

 

 今月の特集 

 

 

 

 

 

 

 

「日本語教師になるには」  
 エイ・アイ・ケイ教育情報部 編  

ペリカン社 <810.7 ニ> 
日本語を外国語として教える職業 
“日本語教師”ってどんな仕事？ 

 

『お江戸決まり文句』<K81 オ> 
杉山 亮 文 藤枝 リュウジ 絵 カワイ出版  

昔から伝わる決まり文句を実例つきで紹介 
 
 

『日本語どっち！？』 
北原 保雄 著 金の星社 <810.4 キ> 
間違えやすい日本語をクイズで紹介 

 
『方言は気持ちを伝える』 
真田 信治 著 岩波ジュニア新書 <Ｙ81 ホ> 
若者の間で今、新しい方言が生まれている?! 

 

 

『実践！日本語ドリル』 
齋藤 孝 著 宝島社 <810 ア> 
実践的な日本語力をこの本で身につけ 
レベルアップ！ 
 

『四字熟語ワンダーランド』 
新井 洋行 作 フレーベル館 <K81 ヨ> 
四字熟語を物語でわかりやすく解説 

     
『日本語の「大疑問」』 
 池上 彰 著 講談社＋α文庫 <810 イ> 
NHK 週刊こどもニュースのお父さん役を

務めた作者の日本語論 
 
『馬の耳に念仏』<Ｅウ> 
はた こうしろう 作 ほるぷ出版 

絵本を読むうちに自然とことわざが身に

つきます 

『日本語は世界一 

むずかしいことば？』
吉田 智行 著 アリス館  <Y81 ニ> 
他の言語と日本語をくらべてみよう 

      

『言いまつがい』<810.4 イ> 
糸井 重里 監修 ほぼ日ブックス  

思わず笑ってしまう言いまちがいを収録 
 

『ことば遊び絵事典』<K80 コ> 
ことばと遊ぶ会 編 あすなろ書房  
遊びながらことばの働きが覚えられる本 
 

ＤＶＤ『狂言でござる』<V40-3003>
       野村 万作･万斎 出演  
ユネスコの世界遺産にも指定された狂

言の世界を野村万作・万斎が魅せる 

       

新着図書案内 
                                                   （8 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。 

 書      名 著者名 出版社 請求記号

博士の本棚 小川洋子 新潮社 914 ｵ 

美しき傷 ｼｬﾝｻ著／吉田良子訳 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 953 ｼ 

幻香 内田康夫 角川書店 913 ｳ 

陰の声 逢坂剛 講談社 913 ｵ 

蟹と彼と私 荻野ｱﾝﾅ 集英社 913 ｵ 

楽園 上 下 宮部みゆき 文藝春秋 913 ﾐ 

文

芸 

千の祈り ｲｰﾕﾝ･ﾘｰ著／篠森ゆりこ訳 新潮社 933 ﾘ 

硫黄島玉砕戦 NHK取材班編 日本放送出版協会 210 ｲ 

かんたん！かわいい！012歳児の布おもちゃ＆布えほん いしかわまりこ チャイルド本社 594 ｲ 
教

養 
旬のおやつ 梅崎和子 クレヨンハウス 596 ｳ 

おばけ屋のおばけすいか あわたのぶこ文／ただはるよし絵 小峰書店 Ｋ913 ｵ
児

童 なんでﾈｺがいるの？ 
ﾄｰﾏｽ･ｳﾞｨﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ作／ 

ｳﾞｫﾙﾌ･ｴｧﾙﾌﾞﾙｯﾌ絵 
ＢＬ出版 Ｋ949 ﾅ

だいすきひゃっかい 大島妙子え／村上しいこさく 岩崎書店 Ｅﾀﾞ 

ぶたぬきくんナースになっちゃった 森田みちよ絵／斉藤洋作 佼成出版社 Ｅﾌﾞ 
絵

本 
ぼくがﾗｰﾒﾝたべてるとき 長谷川義史 教育画劇 Ｅﾎﾞ 

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。 



 

千歳市郷土資料紹介～千歳市のことが書かれた本です～ 

 『リラ冷えの街』渡辺淳一・作 

 

 （引用） 

「支笏・洞爺といいますが、僕は支笏湖の方が好きです」「私

もです」有津が言うと、佐衣子が即座にうなずいた。「洞爺は

明るくて、陽気で、美しいけれど、あれは北国の湖ではない。

それにくらべてこの湖は幽玄とでも言うのか、陰欝で、なにか

不気味なところがある」 

 

 

 

『リラ冷えの街』は、1970年(昭和 45年)7月から翌年1月まで、北海道新聞の日曜版に

集中連載されました。渡辺淳一にとって、初めての新聞連載小説です。 

学生時代人工授精に精液提供をした主人公有津は十数年後、相手の女性に偶然出会います。

引用した会話は主人公有津と宗宮佐衣子が初めてドライブしたときの、支笏湖畔でのもので

す。 

この作品は平成９年10月４日に千歳民報の文学散歩でも特集されました。 

千歳市立図書館では２冊所蔵しています。展示し、貸出しをしていますので、 

ぜひご利用ください。 

 

予約ベスト 10  （2007.8.15現在） 
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 

9/8 夢ｽﾀｼﾞｵ 伝えよう見知らぬ世界

の子どもたちの声！～歌人

田中章義さん～ 

9/15  輝く子どもたち のびのび生

き生き岩手っ子ばんざい！ 

9/22  ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室 

振動を科学する 

ガリガリプロペラを作ろう！ 

順位 書名 作者 人数

1 夜明けの街で 東野 圭吾 48

楽園 上 宮部 みゆき 332 

 楽園 下 宮部 みゆき 33

4 ふぞろいな秘密 石原 真理子 22

使命と魂のリミット 東野 圭吾 215 

女性の品格 坂東 真理子 21

7 家日和 奥田 英朗 19

8 鈍感力 渡辺 淳一 18

9 メタボラ 桐野 夏生 17

10 不都合な真実 アル・ゴア 15

 

 

 

 

 



 
 

 

8 日(土) 11:00～    第 2第 4土曜おはなし会くりねずみ 

9 日(日) 11:30～    日曜おはなし会 しゃぼんだま 

15日(土) 14:00～  土曜おはなし会 おはなしぐるんぱ 

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

          15:30～    えいごおはなし会 

22日(土) 11:00～    第 2第 4土曜おはなし会くりねずみ 

23日(日) 11:30～  日曜おはなし会 しゃぼんだま 

30日(日)11：00～  ふるさとポケット「あつまれおはなし広場」 

おはなし会 １階おはなしコーナー 

 

 

●９月９日(日) 14:00～14:30 

「いたずらモンキー」  
         野生のどうぶつシリーズ 

 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

形や大きさのちがうたくさんのサルがでてくる

よ。 

かぞくやなかまのことから、あかちゃんの育て

方、あそびやたべもののことまで、いろんなこ

とがわかるよ！！ 

●９月１６日(日) 14:00～15:25 

「黄金狂時代」[1925 年作品・米] 
 製作･監督･脚本：チャールズ・チャップリン 

 出演：チャールズ・チャップリン 

ジョージア・ヘール ほか 

 

    

 

喜劇王「チャップリン」の代表作。 

放浪紳士チャーリー（チャップリン）がアラス

カに現れた。 

ところが突然猛吹雪に襲われ山小屋に非難する

と、凶悪犯と金鉱探しをしている人物が先客と

していた。 

ここから一攫千金を夢見るチャーリーを中心に

ドタバタが始まるのだが… 

 

上映会 2階ＡＶ室 

 

※これらの行事への参加はすべて無料です 


