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冬休み子ども読書推進事業

日 時 12 月 23 日（火・祝）14：00〜15：00
場 所 図書館 2 階 ＡＶ室
定 員 100 名（申込み順）
＜図書館まで、お申込みください＞

図書館で活動しているおはなし会グループが大集合！
パネルシアターやペープサートなど、絵本だけじゃない
楽しい演目がいっぱいです。
昨年の様子 ※演目など詳しくはポスター・チラシまたはカウンターまでお尋ねください。

今月の特集
『幸せな牛からおいしい牛乳』
〈648.1 ﾅ〉中洞正/著 コモンズ
理想的な酪農と牛乳を実現し、他産業
から注目を集める著者の熱いﾒｯｾｰｼﾞ。

『田舎暮らしはすてき』〈610 ﾔ〉
山崎洋子/著 家の光協会
都会暮らしを捨て、新天地での心豊か
な生き方とは…。
『馬・牛・羊事典』〈821 ｳ〉
沢崎担/監 大修館書店
漢字と写真でつづる百話。牛の歴史や
文字の成り立ちなど牛や馬、羊に関す
るいろいろな話が載っています。
『牛をつないだ椿の木』〈Y91 ｳ〉
新美南吉/著 金の星社
日本の代表的な文学作品。
※<

「丑 うし年」
『酪農家族４牛が学校にやってきた』
〈K91ﾗ〉立松和平/著 河出書房新社
学校に牛をつれて行き、子どもたちと
の触れ合いを通じて命の尊さを描い
た物語。

『丑の刻遊び』〈913 ﾀ〉
竹河聖/著 出版芸術社
全7話収録。バラエティ豊かなホラー
傑作集。
『干支ってなぁ〜に？』〈148.8 ﾂ〉
靍見憲明/著 ﾁｸﾏ秀版社
干支の歴史や十二支にまつわる事象
をエッセイ風に書いている本です。
『21世紀暦』
〈R449 ﾆ〉
2100年までの干支や曜日、六曜など
が掲載されています。

〜平成 21 年

干支〜

『モーイイヨ』〈E ｷ〉
五味太郎/作 クレヨンハウス
五味太郎の干支セトラ絵本シリーズ。
ウシ年うまれのひとは、がまん強く、
こつこつとやりとげるがんばり屋さ
ん?！

『うしがそらをとぶ』
〈E ｳ〉
ﾃﾞｰｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾐﾙｸﾞﾘﾑ/作・絵 徳間書店
大人は誰も信じてくれない。子どもの
「話を聞いて」という気持ちが伝わる
絵本です。
『干支を飾る ｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ』
〈754.9 ｷ〉菊池清/著 大日本絵画
干支に関するしかけカードの作り方
が掲載されています。
（館内「今月の特集」コーナーに
しかけカードを飾ってありますので
ご覧下さい）

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています
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ガリレオの苦悩
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頭痛をなんとかしたい！解消＆予防／五十嵐久佳／西東社／493.7 ズ
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ホームレス中学生

田村 裕
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あした選挙へ行くまえに／池上彰／河出書房新社／Ｙ31 ア
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桐野 夏生

30

夢をかなえるゾウ
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29

みのたけの春／志水辰夫／集英社／913 シ
ワルツ

下／花村万月／角川書店／913 ハ

文
殴られた話／平田俊子／講談社／913 ヒ
芸

2

造花の蜜／連城三紀彦／角川春樹事務所／913 レ
われらがアウルズ／ロバート・Ｂ．パーカー著・光野多恵子訳／早川書房／933 パ

永遠の七日間／マルク・レヴィ著・藤本優子訳／ＰＨＰ研究所／953 レ
雪の結晶／ケン・リブレクト著・矢野真千子訳／河出書房新社／451 リ
一
食べかた上手だった日本人／魚柄仁之助／岩波書店／383.8 ウ
般

ハリセンボンがふくらんだ／鈴木克美作・石井聖岳絵／あかね書房／Ｅハ
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ミュージアム・トリップ／バーバラ・レーマン／評論社／Ｅミ
本
十二支のはやくちことばえほん／高畠純／教育画劇／Ｅジ

※請求記号とは、本の背に貼られている 913 ク・Y31 ア・K91 コ・Ｅハ 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。
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郷土資料紹介

〜北海道のことが書かれた本です〜

『遥かなる岬へ』・井上 勝夫 著
旅に出ずにはいられない！北海道の大自然を舞台に繰り広げられる、心と
きめかせる旅人たちのドラマ。
―秘境知床をめぐる旅の浪漫。
北海道を一度でも旅したことのある人に、北海道をいつか旅してみたいと
思っている人に、そして本物の旅人たちに捧げる物語。
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

★泉沢小学校は、学級増で図書室がない時期があり、吹き抜
けの多目的ホールを「図書ホール」として利用していまし
た。図書室ができた現在も、各学級から行きやすく、本に
親しみやすいことから、今も泉沢小学校の図書館として機
能しています。

★そんな図書ホールのお助けマンが泉沢小学校が誇る図書ボラ
ンティアのみなさんです。今年はなんと４０名の登録。

★今年は約 7000 冊の蔵書を整理しようと、係がデータベース化を計画し
ました。ボランティアのみなさんも快く引き受けてくれましたが、そこか
らがすごい！当初は夏休み中、全ＰＴＡに呼びかけて作業してもらおうと
考えていたのですが、なんと毎日 10 名以上の方が登録作業にきて、7 月
の 2 週間で 7000 冊のデータベース化が完了してしまったのです！！

★書架のレイアウトもお任せしました。

☆夏休み後は、燃え尽き症候群か、
めっきり学校に顔を見せにきてくれなくなったのですが
きっと今は充電中！今後の活動にも期待しています。

（文：千歳市立泉沢小学校）

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

おはなしぐるんぱ

13 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

14 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

17 日(水) 11：00〜

おはなしの会 ピノキオ

21 日(日) 11：00〜

E 絵本くらぶ(えいごおはなし会)

27 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

28 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

上映会 2 階ＡＶ室
● 12 月 7 日(日)
14：00〜16：00

「ファンタジア」
[1940 年作品]
制作：ウォルト・ディズニー

● 12 月 21 日(日)
14：00〜15：40

「逆転法廷」

おはなし会 2 階ＡＶ室

[2003 年作品・アメリカ]
監督：フィリップ・マルチネス

20 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

出演：ロイ・シャイダー ほか

クリスマスおはなし会

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？
★調べている情報がどの本に書いてあったのか
★誕生日の新聞記事が見たい など

※図書館では「人生相談」
「法律相談」
「医療・健康相談」
「美術品・骨董品などの鑑定」
「クイズの答え」「宿題の答え」
などの回答はできませんのでご了承ください。

図書館の本は、まず０〜９までの１０の数字
で大まかな分野ごとに分けられています。
「総記」といっても、実際にどんな本がここ
に分類されるのかピンときませんよね。中でも
よく訊かれるものをいくつかご紹介します。
００７ 情報科学
→パソコンの本などがここに含まれます
０１９ 読書法・図書評論法
→読み聞かせ、ブックトークなどの本もここに含
まれます

【休 館 日】
【開 館 時 間】
午前 10：00〜午後 7：00

毎月第 3 月曜日
（12 月は 15 日です）
年末年始のため
（12 月 30 から 1 月 5 日）

