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こどもの読書週間は、こどもたちにもっと本を！という願
いから１９５９年にはじまりました。こどもの頃から本とふ
れ合うことによって読書の喜びや楽しみを知ることは、成
長するための大きな糧となります。こどもに読書をすすめ
るだけでなく、大人にとってもこどもの読書の大切さを考え
るとき、それが「こどもの読書週間」です。

とき：午後２時〜４時
場所：２階 ＡＶ室
定員：８０名（申し込み順）
対象：大人向け。学校の図書ボランティアをさ
れている方や興味のある方はぜひご参加くださ
い！

とき：午前１０時３０分〜１１時３０分
場所：２階 ＡＶ室
定員：８０名（申し込み順）
対象：子ども向け。本が苦手だと感じている
お子さんにオススメ。保護者の方もご一緒に
どうぞ！

アニマシオンとは…？

講師：黒木 秀子さんのご紹介

「アニマシオン」とは、魂・生命が活性化
すること、躍動することを意味します。アニ
マシオンはスペインで生まれた読書教育法
で、本をつかって遊んだり、ゲームをしたり
しながら、子どもたちが読む力を自然に学べ
るように考えられたプログラムです。

NPO 法人日本アニマシオン協会理事長・
「読書と作文の教室」パウルーム主宰。地域
で読書推進活動に取り組むなか、2 度にわた
り発祥の地マドリードにてアニマシオンを学
ばれ、各地で研修会や講師などを務められて
おり、平成 19 年度社会福祉支援財団「こど
も読書推進賞」を受賞されました。

展示 『みんなでつくろう！ブックツリー』
自分の好きな本、おすすめの本、子どもたちに読んでほしい本を葉っぱに書い
て飾りませんか？児童コーナーにおすすめ本の木をつくります。4 月 23 日〜
5 月 12 日までの間はカウンター横にその中から本を展示する予定ですので、
ぜひご参加ください！詳しくはカウンターまでおたずねください。

今月の特集

ほっかいどう

『北海道わくわく地図えほん』
<K29 ホ>

堀川 真文・絵 北海道新聞社

『北海道の不思議事典』

〜大きいふるさと〜

<L291 ホ>

『アイヌのイオンノッカ』<E

ア>

好川 之範、赤間 均 編 北海道新聞社
蝦夷地ってどんな意味？ 遠山の金さん
が札幌に来たって本当？北海道の不思議
が明らかに。

本田 広明 絵、高坂 京子 再話
アイワード
千歳にゆかりのある二人が、千歳に伝わ
るアイヌの子守歌を教えてくれました。

『田中義剛の
半農半芸で何が悪いっ！？』

『北海道東北の方言』

北海道の知りたいことが、親子で学べる。 <L767 タ>田中

義剛 著

<K81 ホ>

ゆまに書房
あざのことを、
「あおたん」と言っていま
せんか？あなたは立派な北海道民！

北海道新聞社

『ものがたり北海道遺産』<L211 モ>
『Mon・ｏ・lah』

NTT ドコモ北海道

こんなにあります！私たちの宝もの。

『どさんこ』

0030>

<645 サ>

佐久間 陽三 著 北海道新聞社
厳寒を生きる馬たちの写真集。どさんこ
の群れに圧巻。

酪農業を営みながら、タレント業もこなす
著者の挑戦と夢はつづく！

『語りつぐ北海道空襲』<L211

『郵便犬ポチの一生』

キ >

菊地 慶一 著 北海道新聞社
1945 年 7 月、道内で空襲を受けた市町
村は、79 ヶ所に及びます。
※<

<A90

長根 あき 演奏

<K91 ユ>

綾野 まさる 著 ハート出版
北海道にもいた名犬！ 吹雪の夜にポチが
したことは？ 感動の実話。

アイヌ民族の口琴「ムックリ」が歌う、
「モノラー＝母なる大地」の響き。

>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

（3 月に入った本の一部です）
書名／著者名／出版社／請求記号

（2008.3.15 現在）
順位

書

名

作

者

1

ホームレス中学生

田村 裕

71

2

夜明けの街で

東野 圭吾

39

ダイイング・アイ

東野 圭吾

39

4

女性の品格

坂東

29

5

私の男

桜庭 一樹

28

6

流星の絆

東野 圭吾

27

7

楽園

上

宮部

みゆき

25

8

楽園

下

宮部

みゆき

24

9

おひとりさまの老後

上野

千鶴子

23

夢をかなえるゾウ

水野 敬也

人数

切れた鎖／田中慎弥／新潮社／913 ﾀ
ﾜﾝｽ･ｱﾎﾟﾝ･ｱ･ﾀｲﾑ･ｲﾝ･東京 上 下／楡周平／講談社／913 ﾆ
ｼﾞﾊﾞｸ／山田宗樹／幻冬舎／913 ﾔ
文
言葉を恃む／竹西寛子／岩波書店／914 ﾀ
芸
いつから、中年？／酒井順子／講談社／914 ｻ
わがままなやつら／ｴｲﾐｰ･ﾍﾞﾝﾀﾞｰ著・管啓次朗訳／角川書店／933 ﾍﾞ
ももこの 21 世紀日記 N'07／さくらももこ／幻冬舎／914 ｻ
日本人として知っておきたい地名の話／北嶋広敏／毎日新聞社／291 ｷ
一
土鍋でおいしいごはんを食べよう／山本真理／講談社／596 ﾔ
般
ﾍﾟｯﾄ･ｻｳﾝｽﾞ／ｼﾞﾑ･ﾌｼﾞｰﾘ著・村上春樹訳／新潮社／764 ﾌ
児

熱風／福田隆浩／講談社／K91 ﾈ

童

ﾏﾃﾞｨｶﾞﾝのﾌｧﾝﾀｼﾞｱ 上 下／ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾏｰﾋｰ作・山田順子訳／岩波書店／K93 ﾏ

10

あなたがとってもかわいい／みやにしたつや／金の星社／E ｱ
絵
とってもいいひ／ｹﾋﾞﾝ･ﾍﾝｸｽさく・いしいむつみやく／BL 出版／E ﾄ
本
なわとびしましょ／長谷川義史／学研／E ﾅ

※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。

真理子

21

郷土資料紹介

〜北海道のことが書かれた本です〜

『姫鱒』・長見義三 著
著者の長見義三さんは昭和初期の文壇で活躍された方で、戦後は
千歳に在住され平成 6 年に亡くなられるまでしずかに作品を書き続
けました。
「姫鱒」は昭和 14 年に芥川賞候補に選ばれた作品で、波乱に生
きる娼婦の心情が簡潔な文体で描かれています。この他にも処女作
『母胎より塚穴へ』など初期作品五編が収録されています。
千歳市立図書館で 5 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

おはなしぐるんぱ
「おはなしぐるんぱ」は、図書館の 1 階お話コーナーで 20 年間も定例のおはなし会を開催
しています。他にも小学校や町内会館、育児相談などでもおはなし会をしていたり、毎年恒
例のクリスマス会は好評でたくさんの参加者が遊びに来ていました。
代表の東ちづ子さんは「小さい頃の絵本の思いでは一生の宝物になると思いますので、
ぜひいろいろな絵本に触れて親しんでください」と話していました。
【定例おはなし会】
日

時：毎月第１，３土曜日

午後 2 時〜

場

所：千歳市立図書館 1 階おはなしコーナー

内

容：2 歳から 5 歳くらいまでの幼児向けの読み聞かせが
中心ですが、小学生も歓迎です。最後に季節の折り紙
をしています。
【お父さんもお母さんも、是非いらしてください】
クリスマス会はみなさんで
お揃いのエプロンをつけ
て、大型絵本や歌をうたっ
たりしています！

4 月の図書館行事
おはなし会 １階おはなしコーナー
2 日(水) 11：00〜

E 絵本くらぶ(えいごおはなし会)

5 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

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

16 日(水) 11：00〜

おはなしの会 ピノキオ

19 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

20 日(日) 11：00〜

E 絵本くらぶ(えいごおはなし会)

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

上映会 2 階ＡＶ室
●４月６日(日)

14:00〜15:30

「ピノキオ」 ［1940 年作品・アメリカ］

●４月２０日(日)
メ

ト

14:00〜16:10

ロ

「地下鉄に乗って」[2006 年作品・日本]

原作：コッローディ
制作：ウォルト・ディズニー

原作：浅田次郎 脚本：石黒尚美
監督：篠原哲雄
出演：堤真一 岡本綾 ほか

ジェペットじいさんが、心を
込めて作り上げた木の人形
「ピノキオ」
。
妖精は、ピノキオを自由に動
き回り、話すことができるよ
うにしました。
ある日ピノキオは、学校へ行
く途中でネコとキツネにサー
カスに誘われましたが、鳥か
ごに閉じ込められてしまいま
す。
妖精のおかげで脱出することができたピノキオ
は、自分を探しに出たジェペットじいさんが怪物
クジラに飲み込まれてしまったことを知り、助け

いつもと同じ会社の帰り道。地下鉄を降りて駅の
階段を上がると、そこはオリンピック開催に沸く
昭和３９年の東京だった―。
真次は恋人みち子とともに過去へ遡る。

に向かうのでした…

そこで待ち受けていた切ない運命とは…

※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（4 月は 21 日です）

〜利 用 案 内〜
開館時間 午前 10 時〜午後 7 時

