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4 月 19 日に「図書館ボランティア」の説明会を開催しました。
17 名のボランティア希望者が参加され、活発な意見交換ができ、活動スタート日が決まりました。
今後も募集していますので、興味のある方は図書館までお問い合わせ下さい。

☆配架ボランティア☆

☆修理ボランティア☆

・5 月 9 日(金)10:30〜12:00
〜配架の勉強会
5 月下旬〜第 2 回 配架勉強会
5 月 30 日(金) 10:30〜12:00
〜テスト・面接
※メンバーでシフトを組み、本棚の整理や
返却本を本棚に戻す活動をします。

☆景観ボランティア☆

・5 月 19 日(月)10:30〜12:00
〜修理講習会
5 月 21 日(水) 10:30〜12:00
〜修理勉強会・活動時間打ち合わせ
※活動日は 21 日に決定します。主に本の
カバーかけや修理をします。

☆事業ボランティア☆

※季節の花を調べ、メンバー内で連絡を取
り合い天気の良い日に活動します。

登録制。事業がある 2 ヶ月前くらいから準
備、当日の手伝いをします。

☆おはなしおじさん・おばさん☆
活動日時：月・金曜日 10:30〜11:30、火・木曜日 15:30〜16:30
活動内容：子どもやその保護者と一緒に絵本を選んだり、紹介したりします

在札幌米国総領事様が特別参加！
Ｅ絵本クラブ（えいごのおはなし会）
子ども読書週間に伴い、在札幌米国総領事館・総領事ダーナ・ウェルトン様が特別参加し、
おはなし会「E 絵本クラブ」の皆さんと一緒に読み聞かせをします。
（右上の絵本 2 冊は総領事ダーナ・ウェルトン様がお読みになる予定の本です）
日時場所：5 月 18 日(日) 11 時〜、千歳市立図書館 1 階おはなしコーナー

今月の特集
『ヒト

ニ

五味 太郎著

人間ウォッチング
『藝大生の自画像』

ツイテ』

河邑

架空社＜E ヒ＞

ヒトについてヒトが観察していると思い
きや、宇宙人にヒトが観察されている衝
撃的絵本。

厚徳著

『生命科学の今を知る 1〜6』

ＮＨＫ出版＜720.2 カ＞

文溪堂＜K46＞

藝大（美術系統）の卒業制作は自画像。
自分とどのように向き合い、描かれてき
たのか。

『日本史 1000 人

上・下巻』

世界文化社＜281 ニ＞

知っている人物は何人いるでしょう？

人間はいかに進化し、また、これからい
かに進化していくのか。
感染症・臓器移植・体外受精・クローン
技術・遺伝子組み換え・バイオメトリク
スの 6 つのシリーズで紹介。

『水木しげるの妖怪事典』
水木

しげる著

東京堂出版＜388 ミ＞

人間の裏の面は妖怪！？

ＤＶＤ『刑務所の中』
＜Ｖ11-3132＞

『私が、答えます』
竹内

久美子著

文藝春秋＜491.3 タ＞

女性はなぜハイヒールを履くのか？
そんな疑問の数々を動物行動学で一挙
解決。

『自分って、なに？』
オスカー・ブルニフィエ著 西宮 かおり
訳オーレリアン・デバ絵 朝日出版社
＜K11 シ＞

人間と動物、どこが違うのでしょう？
※<

『女子の国はいつも内戦』
辛酸 なめ子著

河出書房新社＜Y15 ジ＞

シャバとはまったく違う者が集う刑務
所。どんな生活、人間関係が成り立って
いくのか…覗いてみませんか？

女子というコミュニティで上手に生き
ていくのは大変なのです…

『男子のための人生のルール』
玉袋

筋太郎著

理論社＜Y15 ダ＞

男子の「子」を捨て男になるためのルー
ルを紹介。

>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

（4 月に入った本の一部です）
書名／著者名／出版社／請求記号

（2008.4.15 現在）
順位

書

名

作

者

1

ホームレス中学生

田村 裕

68

2

流星の絆

東野 圭吾

59

3

夜明けの街で

東野 圭吾

33

4

私の男

桜庭 一樹

31

5

ダイイング・アイ

東野 圭吾

28

6

夢をかなえるゾウ

水野 敬也

28

7

おひとりさまの老後

上野

千鶴子

27

8

女性の品格

坂東

真理子

25

9

ジーン・ワルツ

海堂 尊

22

楽園 上

宮部

17

人数

沈黙のアイドル／赤川次郎／角川書店／913 ア
みにくいあひる／谷村志穂／文芸春秋／913 タ
あなたの余命教えます／幸田真音／講談社／913 コ
文
雲の都

第 3 部／加賀乙彦／新潮社／913 カ

芸
まよいもん／松井雪子／幻冬舎／913 マ
ペギー・スー／セルジュ・ブリュソロ著・金子ゆき子訳／角川書店／953 ブ
奏でる声／スーザン・エルダーキン著・星野真理訳／中央公論新社／933 エ
チーズの値段から未来が見える／上野泰也／祥伝社／330 ウ
一
すっきり暮らす新・収納テクニック／集英社／597 ス
般
筋トレ以前のからだの常識／平石貴久／講談社／780 ヒ
児

「赤毛のアン」の島で／奥田実紀／文渓堂／K93 ア

童

渋谷ビター・エンジェルズ／横森理香／理論社／Y91 シ

10

ヤクーバとライオン／ティエリー・デデュー作・柳田邦男訳／講談社／E ヤ
絵
ヨウカイとむらまつり／ビーゲン セン作・永井郁子絵／汐文社／E ヨ
本
みずならのいのち／手島圭三郎作・絵／リブリオ出版／E ミ

※請求記号とは、本の背に貼られている 913 ア・780 ヒ・Ｅヤ 等の記号です。
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。

みゆき

郷土資料紹介

〜北海道のことが書かれた本です〜

『依田勉三の生涯』
・松山善三 著
明治 16 年未開の地、北海道十勝野にその身を投じた依田勉三と
晩成社の人々。今日の農業王国十勝の繁栄は、依田勉三が率いる晩
成社の第一歩によって築かれました。
十勝の開拓にたずさわった多くの先人の方々の苦労により、今日
のあることに感謝しなければなりません。そして依田勉三が残した
開拓魂は脈々と受け継がれ現在の十勝に息づいています。
千歳市立図書館で 2 冊（上下巻一組含む）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

おはなし会

くりねずみ

「くりねずみ」は、図書館職員が交替で図書館 1 階のお話コーナーで絵本や
かみしばいの読み聞かせと、おりがみやゲームを行っています。
遊びを通して、本を読む楽しさを伝えていきたいです。
おすすめの本なども紹介していますので、気軽に遊びに来て下さい！
【定例おはなし会】

5 月は 10 日と 24 日です。

日 時：毎月第 2，4 土曜日 午前 11 時〜

詳しくは図書館までお気軽

場

所：千歳市立図書館 1 階おはなしコーナー

におたずねください。

内

容：幼児から小学校低学年ぐらい向けのおはなし会です。

電話：0123-26-2131

お父さん、お母さんも、足を運んでみてください。

5 月の図書館行事
おはなし会 １階おはなしコーナー
3 日(土) 14：00〜

おはなしおじさん・おばさん

おはなしぐるんぱ

10 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

11 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

17 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

18 日(日) 11：00〜

E 絵本くらぶ(えいごおはなし会)

21 日(水) 11：00〜

おはなしの会 ピノキオ

24 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

24 日(土) 14：00〜

おはなしの会 むくむく

25 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

【活動内容】
子どもやその保護者と一緒に絵本を
選んだり、絵本の紹介をします
【活動時間】(5 月から活動時間が変わりました)
月曜日・金曜日

10：30〜11：30

火曜日・木曜日

15：30〜16：30

(水曜日はおはなし会があるためお休み)

上映会 2 階ＡＶ室
●５月１８日(日)14:00〜15:55

●５月４日(日)14:00〜14:20

「初恋」

「くまのがっこう」

[2006 年作品・日本]
監督：塙 幸成
出演：宮崎 あおい、小出 恵介、
藤村 俊二 ほか

絵本でもおなじみの「くまのがっこう」シリー
ズの映像化。やさしいお兄ちゃんぐま 11 匹とい
たずらできかんぼうな女の子ジャッキーがくり
ひろげる一日のおはなし。
「ジャッキーのじてん
しゃりょこう」も一緒に上映します！

「三億円事件の実行犯は 18 歳の女子高生だ
った…！」中原みすずの「初恋」を原作に三
億円事件を新たな視点から描いた衝撃作。
宮崎あおい・小出恵介という今注目の若手俳
優たちのフレッシュな演技にも注目を！

※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（5 月は 19 日です）

〜利 用 案 内〜
開館時間 午前 10 時〜午後 7 時

