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   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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

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、

ミュージカルチックな読み聞かせです 

 
  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 

    を展示しています 

          展示のご案内 

テーマむかしなつかし レトロな本 

    読書週間記
２００７年 11月（Ｎｏ.8） 

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/ 
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第 61回「読書週間」標語 
君と読みたい本がある』 

読書週間とは」  
戦まもない昭和２２年、“読書の力に
って平和な文化国家を作ろう”とい
決意のもと、出版社･取次会社･書

･公共図書館にマスコミ機関も加わ

て、『第１回読書週間』が開催され

した。 翌年からは期間も１０月２

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

国に拡がっていきました。  
  



 今月の特集  ♪おんがく♪      ～音の流れに身をまかせ～  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

『北京ヴァイオリン』<913 タ> 
チェン・カイコー 

シュエ・シャオルー 共同脚本  

立原 えりか 著  愛育社 
息子をバイオリニストにする為に奔走

する父と息子の物語。 
      

『サンバの国に演歌は流れる』 
細川 周平 著 中央公論社<334 ホ> 

歌からブラジル日系社会の歴史を解く。 
 

『ドレミを選んだ日本人』 
千葉 優子 著 音楽之友社<762.1 チ> 

日本人が自国の伝統音楽に違和感の覚

えるようになったのはなぜかを明かす。
 

ＣＤ『大江 光の音楽』<Ａ21-0386>

 『大江 光ふたたび』<Ａ21-0387>
脳に重い障がいをもって生まれた、大江

健三郎の息子、大江光が描く音の世界。

『童謡詞画集４ 旅のらくだ』 
藤城 清治 画 岩崎書店<767 ド> 

懐かしい童謡の歌詞に藤城清治の影絵

が入り、更にイメージがふくらみます。

『ＬＰジャケット美術館 

 クラシック名盤１００選』 
高橋 敏郎 著 新潮社<760.9 タ> 

音楽とジャケットのコラボレーション。

こだわる者は、とことんこだわる。 

  
『さわりで覚えるクラシックの 

ピアノ名曲５０選』 

楽書ブックス編集部著 楽書館<763.2 サ>
このCDを聴くとピアノが弾きたくなる

かも！？ 
『国のうた』 
弓狩 匡純 著 文藝春秋<767.5 ユ> 

オリンピックなどでよく聴かれる国歌。

各国の歌詞にはどんな意味が…？ 

 

『放送禁止歌』  
森 達也 著 デーブ・スペクター 監修 

解放出版社<767.8 モ> 
なぜあの歌を放送で聴く事が出来ないの

か！？その理由と歌を一挙紹介。 
 

       
 

『ボクの音楽武者修行』 

小澤 征爾 著 新潮社<760 オ> 
若き日の「世界のオザワ」はヨーロッパ 
一人旅で何に魅せられたのか。 
 

『１０分でできる！手作り楽器の

作り方・遊び方アイデア集』 
谷中 優 著 明治図書<375.7 タ> 

実際に楽器を作って奏でてみませんか? 

『音楽史ほんとうの話』 
西原 稔 著 音楽之友社<762.3 ニ>  

大作曲家たちの噂や疑問から音楽史をの

ぞいてみると… 

新着図書案内 
                                                   （10月に入った本の一部です）   

 書      名 著者名 出版社 請求記号 

夕映え 宇江佐真理 角川春樹事務所 913 ｳ 

長きこの夜 佐江衆一 新潮社 913 ｻ 

警官の血 上下 佐々木譲 新潮社 913 ｻ 

有頂天家族 森見登美彦 幻冬舎 913 ﾓ 

まぼろしﾊﾜｲ よしもとばなな 幻冬舎 913 ﾖ 

楽園にようこそ 高橋克彦 日本放送出版協会 914 ﾀ 

文芸 

ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｽ城の夏の稲妻 P.G.ｳｯﾄﾞﾊｳｽ著／森村たまき訳 国書刊行会 933 ｳ 

骨粗鬆症 太田博明 主婦の友社 493 ｵ 

照明ﾘﾌｫｰﾑでお部屋の模様替え 結城未来 小学館 545 ﾕ 一般 

知識ｾﾞﾛからのｻｲｸﾘﾝｸﾞ入門 三浦恭資 幻冬舎 786 ﾐ 

魔使いの呪い ｼﾞｮｾﾞﾌ･ﾃﾞｨﾚｲﾆｰ著／金原瑞人訳 東京創元社 K93 ﾏ 
児童 

ｴﾐﾘ･ﾃﾞｨｷﾝｽﾝ家のﾈｽﾞﾐ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ｽﾊﾟｲｱｰｽﾞ著.／ｸﾚｱ･A.ﾆｳﾞｫﾗ絵 みすず書房 K93 ｴ 

ﾊｺちゃんのはこ 前田ﾏﾘ絵／竹下文子作 岩崎書店 E ﾊ 

ｱﾝｼﾞｪﾘｰﾅのﾊﾛｳｨｰﾝ ﾍﾚﾝ･ｸﾚｲｸﾞ絵／ｷｬｻﾘﾝ･ﾎﾗﾊﾞｰﾄﾞ文 講談社 E ｱ 絵本 

とおいまちのこ ちばちかこ絵／たかどのほうこ作 のら書店 E ﾄ 

※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紙芝居です～ 

 

 

予約ベスト 10 （2007.10.15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 

11/ 3 子ども放送局ﾆｭｰｽ 

   にじいろ玉手箱 

11/10 夢ｽﾀｼﾞｵ 

世界に一つだけの自転車 

～自転車職人 堀田 健一さん～ 

11/17 VTR 番組 

11/24 ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室 

探偵入門！ 

浮かび上がる指紋の謎 

 『ちとせくうこうのはじまり』千歳航空協会 作・画 

 

（引用） 

大正 15 年、寒村であった千歳村に鉄道が開通

することになり、千歳の空を飛行機が飛ぶこと

になりました。 

「ぜひ、近くで見てみたい」 

村民総出で飛行場造りをすることに・・・。 

 

「北海道の空の玄関」、「国内外の主要都市と結ぶ国際拠点空港」にまで発展した新千歳空港

の原点は、夢を抱いた先人たちの無償の汗により造られた一本の着陸場である。 

そして、わがまちは空港とともに成長してきたという千歳空港発祥からの歴史を次世代の子

ども達にわかりやすく紹介したいという思いから、千歳空港協会によって平成 18 年に作成さ

れた紙芝居です。 

 

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。 

順位 書名 作者 人数

1 夜明けの街で 東野  圭吾 52

2 楽園 下 宮部 みゆき 50

3 楽園 上 宮部 みゆき 49

4 女性の品格 坂東 真理子 22

5 ﾎｰﾑﾚｽ中学生 田村 裕 19

ふぞろいな秘密 石原 真理子 176 

幻香 内田 康夫 17

使命と魂のﾘﾐｯﾄ 東野 圭吾 168 

反転 田中 森一 16

10 おいしいﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰのこわい話 ｴﾘｯｸ･ｼｭﾛｰｻｰ 15



 
 

 

3 日(土) 14：00～  土曜おはなし会 おはなしぐるんぱ 

10 日(土) 11：00～    第 2第 4土曜おはなし会くりねずみ 

11 日(日) 11：30～    日曜おはなし会 しゃぼんだま 

 17 日(土) 14：00～    土曜おはなし会 おはなしぐるんぱ 

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

            15：30～    えいごおはなし会 

24 日(土) 11：00～  第 2第 4土曜おはなし会くりねずみ 

25 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 

 

 

●11 月 4 日(日) 14:00～15:05  

「ムーミン谷の彗星」 
                ［1992 年作品・日本］ 

  原作：「ムーミン童話全集」第１巻 トーベ・ヤンソン作 

 声の出演：ムーミン：高山みなみ 

 フローレン：かないみか 

 

 真っ黒な雪がムーミン谷をおお

い、黒い雨をふらせた夜、哲学者ジ

ャコウネズミがムーミンの家にやっ

てきていいました。 

「この世はほろびる」。 

ムーミンたちはすっかりおびえてし

まいました。ムーミンパパに「おさ

びし山」のてっぺんにある天文台で、

真実をたしかめることをすすめられ

たムーミンたちは、とちゅうの山の中で孤高の旅人

スナフキンとであい、いっしょにおさびし山へむか

います。ようやくたどりついたムーミンたちがみた

ものは、ぶきみに青白い尾を光らせながらせまって

くる大きな彗星だったのです。 

 

●11 月 18 日(日) 14:00～16:00 

「折り梅」 
[2002 年作品・日本] 

   監督：松井 久子 

   

企画・製作：エッセン・コミュニケーションズ 

制作：近代映画協会 
出演：原田美枝子 吉行和子 トミーズ雅 ほか 

 

それは、ある日突然、平和な家

庭にふりかかった…。名古屋郊外の

ベッド・タウン、愛知県豊明市。サ

ラリーマンの夫祐三とパート勤め

の妻・巴、中学生と小学生の子ども

二人の４人家族に、夫の母・マサコ

が同居することになった。   

ところがまもなく、政子が変調を

きたし始める。病院ではアルツ  ハ

イマー型痴呆症と診断され…。 

崩壊しかけた家族が、思いがけない展開とさまざまな葛

藤を経て見事に再生してゆく物語には、人間の無限の可

能性が描かれる。観る者に勇気と希望を与える感動作。

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 

11 月の休館日は 19日です 

貸出制限 20冊、2週間 


