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千歳市立図書館は地元企業が管理運営をする全道では珍しい図書館です。
その特色を生かし、図書館では市民と一緒に作る「私たちの図書館」を目指しています。
来年度 4 月より返却本を本棚に戻す配架や本の修理などのボランティアを募集する予定です。
今年度はその事前事業として育成講座を 3 回にわたり開催し、
『図書館とは何か』
、『ボランティアとは何か』
また、現在すでに図書に関するボランティアをしている方にも参加してもらえるような講座も開催します。
内容はすべて基本的なものですので、ボランティアに興味のある方、本の好きな方、子どもが好きな方など、
気軽の参加してください。

第１回 図書館をもっと知ろう！
日時：平成２０年１月２６日（土）
午後 1 時〜３時
場所：千歳市立図書館 2 階ＡＶ室
講師：千歳市立図書館
服部千春・中村晴美
内容：①図書館って何？
②本はどうやって分けられて、
どうやって並んでいるの？など

第2回

ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ実演･講習会

日時：平成２０年 2 月 24 日（日）
午前 10 時 30 分〜12 時 30 分
場所：千歳市立図書館 2 階ＡＶ室
講師：和気瑞江 氏（京都在住）
内容：ペープサート実演や実際に一緒に
作ったり、動かし方を指導してく
れます
定員：30 名
※図書館まで申し込み下さい。先着順。

第 3 回 ボランティアって何？
【千歳市社会福祉協議会

共催】

日時：平成２０年３月８日（土）
午後 1 時〜３時 30 分
場所：福祉センター402 号室
講師：藤井英規 氏（旭川在住）
内容：ボランティア活動での出会いやふれ
あい、人物物語などの体験談を笑い
あり涙ありで楽しく講演してくれ
ます

ペープサートとは…「紙人形劇」で、英語風にペー
パーパペットシアターから「ペープサート」となり
ました。二枚の画用紙に登場人物を描き、画の周り
をウチワ型に切り抜き、二枚の紙の中心に竹串をは
さみ張り合わせ、表裏表裏とクルクル返して演じる
「ウチワ式平面人形劇」です。

※すべて参加無料です
※詳しくは図書館にお問い合わせ下さい

今月の特集

〜科学の世界、知れば意外におもしろい〜

『ペンギンの足はなぜ凍らないの?』

『しもばしら

『スノーフレーク』<451.6 リ>
ケネス・リブレクト 著 山と渓谷社
雪の結晶の不思議を美しい写真とともに

『アリスと旅する
不思議な「数」の物語』

〜月刊かがくのとも 2002 年 12 月号〜』
野坂勇作 さく 福音館書店 <Ｅシ>
しもばしら、どうやってできるかしってる
かな？

ミック・オヘア 編 ＰＨＰ研究所 <404 ペ>
脳細胞も思わずワクワク？
日常の素朴な疑問が解決するかも…

つりひろやす 著 ＰＨＰ研究所 <410 ツ>
童話の世界で数学を考えてみよう！

『親子でわくわく！

お家でカンタン理科実験』
池本勲・齊藤幸一 編著 丸善 <407 オ>
おうちでも、こんな実験できるんです！

『タネはどこからきたか？』

『星のこよみ』

鷲谷いづみ 文 山と渓谷社 <471.7 ワ>
知らないあいだに生えてきた小さな芽、さ
てそのタネいったいどこからきたの？

林完次 著 ソニーマガジンズ <449.3 ハ>
季語とともに季節の星座にも思いを馳せて
みませんか？

『ふしぎなふしぎなミクロの世界』

『五感のふしぎシリーズ
香りのふしぎ百科 １』

スティーブン・クレイマー 著
丸善<K46 フ>
顕微鏡でなければ見ることのできない
「かくれた世界」へご案内します

栗原堅三 編著 樹立社 <K49 カ>
いい香り、嫌なにおい…香りってなに？

『知るほどハマル！化学の不思議』

『イワシが高級魚になった？』
中村幸昭 著 ＰＨＰ研究所 <481.7 ナ>
イワシが高級魚になると、海の世界はどう
なるの？

※<

吉村忠与志 著 技術評論社 <430 ヨ>
身近にある化学の不思議に触れてみません
か？

『光の大研究』
瀧澤美奈子 著 ＰＨＰ研究所 <Ｋ42 ヒ>
光って何？輝きの正体をさぐってみよう！

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています

新着図書案内

予約ベスト 10

（12 月に入った本の一部です）
書名／著者名／出版社／請求記号

（2007.12.15 現在）
書

順

名

作

者

人数

樹の上の忠臣蔵／石黒耀／講談社／913 ｲ

位

星へ落ちる／金原ひとみ／集英社／913 ｶ

1

ホームレス中学生

田村 裕

66

ﾄﾝｶﾁからの伝言／椎名誠／文藝春秋／914 ｼ

2

夜明けの街で

東野 圭吾

43

ｶﾂﾗ美容室別室／山崎ﾅｵｺｰﾗ／河出書房新社／913 ﾔ

3

楽園

上

宮部 みゆき

42

楽園

下

宮部 みゆき

42

文
芸
青春の条件 上 下／森村誠一／角川春樹事務所／913 ﾓ
商人竜馬／津本陽／日本経済新聞出版社／913 ﾂ

5

ダイイング・アイ

東野 圭吾

37

許さざる者／笹本稜平／幻冬舎／913 ｻ

6

女性の品格

坂東 真理子

31

心身症の治し方がわかる本／岩崎靖雄／主婦と生活社／493 ｲ

7

いつか陽のあたる場所で

乃南 アサ

19

おせち基本帳／為後善光／家の光協会／596 ﾀ

8

おひとりさまの老後

上野 千鶴子

17

ｽｷｰ初中級ﾚｯｽﾝ／岩淵隆二／実業之日本社／784 ｲ

9

あじさい日記

渡辺 淳一

16

犯人に告ぐ

雫井 脩介

15

一
般

児

ねこのおんがえし／中川李枝子文／山脇百合子絵／のら書店／K91 ﾈ

童

森は地球のたからもの／宮脇昭／ゆまに書房／Y65 ﾓ

10

いたずらっこのきたかぜさん／村上康成絵/山脇恭文／ひさかたﾁｬｲﾙﾄﾞ／E ｲ
絵
ﾀﾝﾀﾝとﾋﾟｶﾛたち／ｴﾙｼﾞｪ作／川口恵子訳／福音館書店／E ﾀ
本
そのまたまえには／ﾌﾞﾙｰｽ･ｲﾝｸﾞﾏﾝ絵／ｱﾗﾝ･ｱﾙﾊﾞｰｸﾞ作／小学館／E ｿ

※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〜
『ちとせ地名散歩』長見義三・著
（引用）
身のまわりの古い地名にひかれたのは、時間を超えて語りかけ
が感じられたからである。そのわけを理解し、その地点を知り
たいと言う願いからこの「地名散歩」は始まった･･･。

『ちとせ地名散歩』は、昭和 51 年に「北海道新聞さっぽろ近郊版(千歳)」で連載されていた
「地名散歩千歳市」を訂正加筆し、新しく配列されたものです。
千歳市立図書館で 1 冊所蔵しています。展示・貸出しをしていますので、ぜひご利用ください。

〜千歳・子どもの読書推進活動紹介〜
いろいろな団体がいろいろな場所で「子ども達に本の楽しさ」を伝える活動をしています

緑小学校図書館（学校図書館） グリーンマザーズ（緑小図書ボランティア）
緑小学校では、図書ボランティアのグリーンマザーズの皆さんと協力しながら、本と図書館が好きでた
まらない子どもを育てる取り組みを進めています。
【主な活動内容】
・毎日の朝読書。落ち着いた一日をスタートします。朝の読み聞かせもあります。
・学期1回の図書館活用学習。図書館を活用する経験と技能などが身についていきます。
・おすすめ本の紹介。全校児童が自分の好きな本をみんなに紹介します。
・いろいろな読み聞かせ。写真はグリーンマザーズによる読み聞かせです。今年は、本の題名をたより
に先生とグリーンマザーズ合わせて18人の読み手のお話を子どもが選ぶ「全校おはなし会」も行いま
した。
・季節のイベント。松ぼっくりのクリスマスツリーづくりなど。子どもたちに大人気です。
・楽しい雰囲気の図書館作り。手づくりの本棚や工夫したレイアウトが自慢です。

手づくり本棚で図書を紹介

グリーンマザーズの読み聞かせ

松ぼっくりのツリーづくり

1 月の図書館行事
おはなし会 １階おはなしコーナー

子 ど

も 放

送

局

12 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

13 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

場所：１階休憩コーナー
日時：毎週土曜日 11 時〜12 時

16 日(水) 11：00〜

おはなしの会 ピノキオ

1/ 12 夢ｽﾀｼﾞｵ

15：30〜

えいごおはなし会

19 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

26 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

27 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

難民の子どもたちを祖国に
〜日本 UNHCR 協会
根元かおるさん〜
1/19 VTR 番組
1/26 ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室
くるくるｱﾆﾒ

ｷﾉｰﾗにﾁｬﾚﾝｼﾞ！

上映会 2 階ＡＶ室
●1１月 20 日(日) 14:00〜15:35
●1 月 6 日(日) 14:00〜14:45

「チチャップリンのスケート」他３編
「山古志村のマリと三匹の子犬」
[1925 年作品・米]
製作･監督･脚本：チャールズ・チャップリン
2004 年 10 月 23 日、新潟県を襲った中越地震。この日
出演：チャールズ・チャップリン
生まれたばかりの３匹の子犬を守り、傷ついた主人を
エドナ・パーヴィアンス ほか
勇気づけて命を救い、荒れ果てた被災地に取り残され
ながらも強く生き抜いたマリ。感動の実話。
金持ち金持ちと貧乏人を鋭く対比させて描いた『チャップリン
の伯爵』。チャップリンが質屋の店
員に扮した『チャップリンの番
頭』
。ドジな道具方が撮影をめち
ゃくちゃにしてしまう『チャッ
プリンの道具方』
。多種多様なギ
ャグがつめこまれた『チャップ
リンのスケート』は、スケート
シーンに大爆笑。

※これらの行事への参加はすべて無料です

〜休

館

日〜

毎月第 3 月曜日（1 月は 21 日です）

12 月 30 日(日)〜1 月 5 日(土)まで、
年末年始のため休館させていただきます。

〜利 用 案 内〜
開館時間

午前 10 時〜午後 7 時

