
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     
        

講演会 
  「電子書籍を考える」   
 

 日時 １０月２６日（金） 午後２時 

 講師 北海道新聞社 千歳支局 

    支局長 中 島 光 信 氏 

 会場 図書館2階ＡＶ室 

 

          展示のご案内 

テーマむかしなつかし レトロな本 
 
  展示期間 10月 27日から11月９日まで 

  展示場所 １階 図書館カウンター前 

   ☆図書館に所蔵されている初版復刻版 

   ☆東京・栗田書店から道立図書館に 

    寄贈されたマンガをお借りし、 

    こわいマンガを中心に昔のマンガ本を 

    展示します 

    読書週間記

〒
Ｔ

ホーム
２００７年 10月（Ｎｏ.7） 

千歳市立図書館 
指定管理者山三ふじや 

066-0046 千歳市真町２１９６番地の１ 
ＥＬ ０１２３－２６－２１３１ ＦＡＸ ２６－２１３３ 

ページ http://library.city.chitose.hokkaido.jp/ 
  岸田典大さんの 

  絵本パフォーマンス 
日時 １１月４日（日）午前１１時 

会場 図書館2階ＡＶ室 

定員 120名 
 入場は、無料ですが 
 整理券を配布します。 

 来館できない場合は 

電話で図書館にお申し込 

み下さい。 
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絵本パフォーマンスとは 

絵本にオリジナル音楽をつけて、紙芝居的で、

ミュージカル風の読み聞かせです 
「読書週間とは」  
終戦まもない昭和２２年、“読書の力によって平和な文化国家を作ろう”という決意の
と、出版社･取次会社･書店･公共図書館にマスコミ機関も加わって、『第１回読書週間

が開催されました。 翌年からは期間も１０月２７日～１１月９日（文化の日を中心と

た２週間）と定められ、この運動は全国に拡がっていきました。  

 

 

  



           写真集＆画集 今月の特集  ～めくってめくって！～

 『彩墨画 良寛・日本の四季』 
<721 ミ>    水江 東穹 著 木耳社 
美しい日本の四季と、良寛の愛した風景

      

『Ａ to Ｚ』<708 エ> 
奈良 美智 著 フォイル 

作品は絵にとどまらず、小屋になった！ 
 

『夢二美術館』<726 タ> 
竹久 夢二 著 学研 

憂いある少女の瞳、大正ロマンの気品あふ

れる作品集 
 

『おはなし名画シリーズ ダリ』<Ｅ オ> 
 サルバドール・ダリ 著 博雅堂出版 

奇抜な発想で、人々を楽しませてくれる

ダリの魅力がいっぱい 

      

 

 

 

 

 

 

 

              

新着図書案内 
                                                   （9 月に入った本の一部です）   

 書      名 著者名 出版社 請求記号

ｽﾜﾝｿﾝｸﾞ 大崎善生 角川書店 913 ｵ 

風紋 大庭みな子 新潮社 913 ｵ 

夜明けの緑をさ迷う人々 小川洋子 角川書店 913 ｵ 

あなたの呼吸が止まるまで 島本理生 新潮社 913 ｼ 

幻夢 藤沢周 文藝春秋 913 ﾌ 

海に帰る日 ｼﾞｮﾝ･ﾊﾞﾝｳﾞｨﾙ著／村松潔訳 新潮社 933 ﾊﾞ

文芸 

幸せな結婚はﾊﾟﾝｹｰｷの匂いがする ﾓﾗｸﾞ･ﾌﾟﾗﾝﾃｨ著／柚木しのぶ訳 徳間書店 933 ﾌﾟ

暴走老人！ 藤原智美 文藝春秋 367.ﾌ 

うまみたっぷり簡単！漬け物おかず 宮城恵美子 家の光協会 596 ﾐ 教養 

地中海ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ遺跡の旅 樋口隆康 日本放送出版協会 228 ﾋ 

ｻﾑﾃﾞｲ 岡田なおこ作／ｻｶｲﾉﾋﾞｰ絵 岩崎書店 K91 ｻ 
児童 

はたらきもののﾅﾏｹﾓﾉ 斉藤洋作／武田美穂絵 理論社 K91 ﾊ 

おしり さとうあきら写真／さえぐさひろこ文 アリス館 E ｵ 

ちきゅう G.ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｶﾗｽさく･え／庄司太一やく 偕成社 E ﾁ 絵本 

じいちゃんとないしょないしょのやまのぼり わたなべさもじろう作･絵 鈴木出版 E ｼﾞ 

 

『親から子に伝えたい 

昭和の子どもたち』 <748 ク> 
                 学研  
写真でみる昭和。知ってる人は懐かしく、

知らない人は新たな昭和を見つける 
 

『レンズは語る』<748 レ> 
日経ナショナルジオグラフィック社  

ユニークな一瞬を、空間も時間をも自在に

とらえた写真が満載 

     
 

『幽霊城』<748 マ> 
サイモン・マースデン 著 トレヴィル  
ヨーロッパにそびえ建つ別名「幽霊城」

とよばれるお城の数々 
 

『ユネスコ世界遺産』<709 ユ> 
講談社  

世界中にある文化遺産、自然遺産。ペー

ジをめくる旅 

 

『風間健介写真集 夕張』<L748 カ>
風間 健介 著 寿郎社  

写真が伝える炭鉱の町、夕張 

   
 

     

『大(oh!)水木しげる展』<726 オ> 
              朝日新聞社 
妖怪界から精霊界、妖精界に至るまで。全

国をまわった「水木しげる展」図録集 
 

『旅の絵本』<Ｅ タ> 
       安野 光雅 著 福音館書店 
世界のどこかの今の情景を、そっと眺める

ことができる。町並み、田園、人びと…。

文字のない絵本。旅はつづきます 
 

※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。 



 

千歳市郷土資料紹介～千歳市のことが書かれた本です～ 

 『白猿記』長見義三・作 

（引用） 

「この記を書き始めた時私は 50歳でした。自分の過去を振りか

える年齢であったのかも知れません。いま若しこのようなものを

書くとすれば、あるいは全く違ったものになるのではないかと思

います。」 

「そもそもこの記を書く動機は、室蘭文学の木原真彦氏から、同

誌に何か自伝のようなものを書いては、との勧めがあったことか

らです。当時私は千歳市の米軍基地で働いていた。その日その日

の生活にまぎれて、いつしか文学の生活から遠去ってしまってい

たようです…」 

 

『白猿記』は長見義三の自伝小説で、出版される以前の 1958(昭和 33)年７月から

1961(昭和 36)年 9月まで、同人誌「室蘭文学」に19面に亘って掲載されたものです。

この作品は平成９年12月 20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5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。 

 

 

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 

10/ 6 子ども放送局ﾆｭｰｽ 

   にじいろ玉手箱 

10/13 夢ｽﾀｼﾞｵ 夢をつくるお菓子職

人～ﾊﾟﾃｨｼｴ 辻口博啓さん～ 

10/20 輝く子どもたち 福井の自慢

大発見！ 

10/27 ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室 

江戸時代にﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟ！ 

からくり玩具をつくろう 

予約ベスト 10  （2007.9.15現在） 
順位 書名 作者 人数

楽園 上 宮部 みゆき 541 

楽園 下 宮部 みゆき 54

3 夜明けの街で 東野 圭吾 50

4 女性の品格 坂東 真理子 21

5 ふぞろいな秘密 石原 真理子 20

6 家日和 奥田 英朗 18

使命と魂のリミット 東野 圭吾 177 

鈍感力 渡辺  淳一 17

メタボラ 桐野 夏生 169 

いつか陽のあたる場所で 乃南 アサ 16



 
 

 

6 日(土) 14：00～  土曜おはなし会 おはなしぐるんぱ 

13 日(土) 11：00～    第 2第 4土曜おはなし会くりねずみ 

14 日(日) 11：30～    日曜おはなし会 しゃぼんだま 

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

            15：30～    えいごおはなし会 

20 日(土) 14：00～    土曜おはなし会 おはなしぐるんぱ 

27 日(土) 11：00～  第 2第 4土曜おはなし会くりねずみ 

28 日(日) 11：30～  日曜おはなし会 しゃぼんだま 

おはなし会 １階おはなしコーナー 

 

 

● 10 月 7 日(日) 14:00～14:20  

「ジャッキーのパンやさん」 

「ジャッキーのおせんたく」 
 

  絵  ：あだち なみ  文：あいはら ひろゆき 

 語り：田中 美里  

  

くまのがっこうバザーのひ。くま

のこたちはそれはもうこのひが

くるのをたのしみにまっていま

した。だって 1年もまえからおい

しいパンやさんをひらこうと 

みんなできめていたのですから。

さて パンづくりがはじまって

…。 

とってもきもちのいいあさ。いちばんに目をさました

ジャッキーは もういてもたってもいられなくなりま

した。だって それはそれはおせんたくびよりなそらだ

ったのですもの。おせんたくかんせ～い！とおもったら

…。 

 

● 10 月 21 日(日) 14:00～16:00 

「遠い日の家族」 
[1985 年作品・フランス] 

   監督：クロード・ルルーシュ 

製作：タニア・ザジュランスキー 
出演： エヴリーヌ・ブイックス ほか 

 

1940 年、パリに住むユダヤ人一家

が、密告によりゲシュタポに追われ

た。父シモンの友人であり田舎に暮

らすロランの屋敷にしばらく隠れ

ることにした一家は、緊張の日々を

送った。しかし、またも誰かの密告

によって、遂に一家は捕らえられ、

収容所に入れられてしまう。密告

者はいったい誰なのか？ひとり生き残ったシモンの

娘サメロは村中を捜しはじめるのだが…。 

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 

～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 

10 月の休館日は１、15日です 

※1日は石狩管内図書館協議会研修会のため臨時休館させていただきます 

貸出制限 20冊、2週間 


