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前回の海外作家編に引き続き、今回は日本作家編を
ご紹介します。
和製ファンタジーだって面白い作品がいっぱい！
ぜひこの機会に手にとってみてください。

２００８・第６２回

〜読書週間とは〜
終戦まもない昭和２２年、まだ戦火の傷痕が至るところに残っているなかで「読書の力
によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社・取次会社・書店と公共
図書館、そして新聞・放送のマスコミ機関も加わって、１１月１７日から、第１回『読書
週間』が開催されました。
翌年の第２回からは期間も１０月２７日〜１１月９日（文化の日を中心にした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。

読書週間を記念して、１１/２に高楼方子氏の講演会を開催します。

４月に行なった『みんなでつくろうブックツリー！』に、今度は実を実らせよう♪
りんご・なし・ぶどうの用紙に、みんなのおすすめの本を紹介しています。
１１月末まで展示しておりますので、ぜひご覧ください。

今月の特集
『環境（エコ）生活のススメ』

ＥＣＯライフ

はじめてみませんか？

『ガラパゴスがこわれる』<462.6 フ>

『暴走する「地球温暖化」論』

箕輪 弥生／著 飛鳥新社
地球温暖化を防ぐため、暮らしの中でできる
対策法を紹介。あなたも挑戦しませんか？

藤原

<519 ミ>

幸一／写真・文 ポプラ社

『ハチドリのひとしずく
いま、私にできること』
辻 信一／監修 光文社
燃える森に一滴ずつ水を運び落とすハ
チドリのように、できることを実践して
いる人々の言葉が詰まった一冊。

『リサイクルは資源のムダ使い』
<519 リ> 小若 順一／著 講談社
リサイクルが地球を破壊していた！？
地球に正しい生活とはなんなのか。

<519.8 ハ>

『
「２℃の違い」を知る絵本』
<451.3 サ>佐伯

平二／著 青春出版社

世界自然遺産登録第１号ガラパゴス
諸島の激変した姿をおさめた写真集。 『江戸と現代

『地球環境キーワード事典』<519 チ>

０と１０万キロカロリーの世界』

地球環境研究会／編 中央法規出版
環境問題を事象毎にまとめ、因果関係
や様々な取り組み、暮らしとの関わり
について解説したキーワード事典。

石川 英輔／著 講談社
江戸時代はエコ時代。江戸の消費エネ
ルギー０キロカロリー生活を学ぶ。

『ごみ問題１００の知識』<518.5 ゴ>
２℃違いで世界はどう変化するのか。身
近な事から地球規模の変化までを辿る。

『大和撫子のふろしき生活一週間』
山田 悦子／監修 辰巳出版
包んで 結んで ふろしきで賢く暮らす
基本の結び方から、歴史までわかる本。

<385.9 ヤ>

※<

武田 邦彦／著 文藝春秋
頭を冷やして真贋を見極めよ！
地球温暖化論に疑問を投げかける。

<519 ボ>

<210.5 イ>

『ターニング・ポイント①
ファイヤーストーム神秘の光』

<Ｋ９３ タ>デイヴィッド・クラス／著 岩崎書店
左巻 健男・金谷 健／編著 東京書籍
「そもそも、ごみとは何なのか？」分け方
から法律までを１００の項目にまとめた。

『地球温暖化で伸びるビジネス』
<519.1 チ>

日本総合研究所／著 東洋経済新報社
環境問題による新たなビジネスチャ
ンスを紹介・解説したビジネス書。

1000 年後の地球に人類は住めるのか？
環境破壊に警鐘を鳴らす冒険小説第１部作

>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（10 月に入った本の一部です） 予約ベスト 10（2008.10.15 現在）
書名／著者名／出版社／請求記号

人数

ローリング

ハリー・ポッターと

J・K・

死の秘宝 下

ローリング

3

流星の絆

東野 圭吾

54

4

ホームレス中学生

田村 裕

44

5

おそろし

宮部 みゆき

41

東京島

桐野 夏生

34

告白

湊 かなえ

34

夢をかなえるゾウ

水野 敬也

30

食堂かたつむり

小川 糸

30

償い

矢口 敦子

24

1

芸

空襲と文学／W.G.ゼーバルト著・鈴木仁子訳／白水社／940 ゼ

者

死の秘宝 上

群青／宮木あや子／小学館／913 ミ

大奥二人道成寺／杉本章子／講談社／913 ス

作

J・K・

文
遊行の門／五木寛之／徳間書店／914 イ

名

ハリー・ポッターと

犯罪小説家／雫井脩介／双葉社／913 シ
皇妃エリザベート／藤本ひとみ／講談社／913 フ

書

順位

真夜中のタランテラ／麻見和史／東京創元社／913 ア

61

61

書店はタイムマシーン／桜庭一樹／東京創元社／019 サ
一
ものいうからだ／南雲直二／講談社／369.2 ナ
般

6

食品偽装／新井ゆたか・中村啓一／ぎょうせい／588 シ
児

カイサとおばあちゃん／リンドグレーン作・石井登志子訳／岩波書店／K94 カ

童

ごみはいかせる！へらせる！1〜3／寄本勝美監修／岩崎書店／Ｋ51 ゴ
そらうで／もとしたいづみ文・たごもりのりこ絵／講談社／E ソ

8
10

絵
アンジェラのおねがい／こやま峰子文・藤本将画／教育画劇／E ア
本
いもほり／はまのゆか作／ほるぷ出版／E イ

※請求記号とは、本の背に貼られている 913 ア・019 サ・K94 カ・Ｅソ 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。

郷土資料紹介

〜北海道のことが書かれた本です〜

『雪嵐』
・小檜山 博 著
苛烈な自然と貧因に怯えつつ暮らす両親と 6 人の子供。
生活の辛さ、女教師への憧れ、淡い性の目覚め、そして何より自然と人情
の美しさの中で、少年は成長していく。その目は、重い真実と胸底の暗い
澱みを見据えながら、爽やかな明るさを失わない。
まさに、著者が“ぼくの原風景”と呼ぶにふさわしい感動的な長編小説で
ある。
千歳市立図書館で 3 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

千歳市立祝梅小学校
祝梅小学校では、学校図書ボランティアの方々や、読み聞かせの会「パステルの会」の皆さん
にご協力いただき、子どもたちの図書活動をすすめています。
★図書ボランティアの方々には、ブッカーかけや図書の整理・修理など、子どもたちの読書環境
づくりに普段からご協力いただいています。
大型紙芝居がはじまると子どもたち
の目は釘付けに！パステルのみなさん
の語り口調や、すてきな紙芝居にぐん
ぐん引き込まれていました。

★「パステルの会」の皆さんには、主に低学年を対象として放課後の時間を使い、読み聞かせを
していただいています。手作りの大型紙芝居など、工夫をこらした楽しい読み聞かせで、子ど
もたちにおはなしの楽しさを伝えていただいています。
★子どもたちの活動としては、図書委員会が様々な活動をしています。毎日の貸し出しだけでな
く、読書を呼びかけるポスターを作ったり、読書週間中には読み聞かせを行ったりもしていま
す。11 月の読書週間には、「読書の木」の取り組みも計画しています。
このように、子どもたちにとってよい読書環境をつくるため、たくさんの方のご協力をいただ
いています。図書ボランティア、パステルの会の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがと
うございます！！
（文：祝梅小学校）

11 月の図書館行事
上映会 2 階ＡＶ室

おはなし会
１階おはなしコーナー

● 11 月 3 日(月)
14：00〜15：05

1 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

8 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

9 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

「ダンボ」[1941 年作品]
制作：ウォルト・ディズニー

15 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

16 日(日) 11：00〜
19 日(水) 11：00〜

E 絵本くらぶ(えいごおはなし会) ● 11 月 16 日(日)
14：00〜15：40
おはなしの会 ピノキオ

22 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

22 日(土) 14：00〜

おはなしの会 むくむく

23 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

「大統領暗殺」
[2006 年作品・イギリス]
監督：ガブリエル・レンジ
出演：ジョージ・Ｗ．ブッシュ

調べ物のお手伝いをしています
★この本はどこの棚にあるの？
★青葉公園にどんな植物があるの？

ラベルの番号、これは『分類記号』

★調べている情報がどの本に書いてあったのか

といいます。図書館の本はこの数字

★誕生日の新聞記事が見たい

など

（日本十進分類法）によって分類さ
れています。
また、本は番号順に並んでいるの

※図書館では「人生相談」
「法律相談」

で、棚に戻すときはこの番号が本

「医療・健康相談」
「美術品・骨董品などの鑑定」

の住所にもなります。

「クイズの答え」「宿題の答え」

全く違う番号の棚に本が戻ってし

などの回答はできませんのでご了承ください。

まうと、次に探すときに見つけら

９１３ イ

れなくなってしまいます。

【開 館 時 間】
午前 10：00〜午後 7：00

【休 館 日】
毎月第 3 月曜日
（11 月は 17 日です）

