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１１：００〜１２：００
人形劇

『ずいてんこぞう』ほか
人形劇団かざぐるま

１３：００〜１４：３０
お手玉、けん玉、おはじきなど、
こどももお父さんもお母さんも
みんなであそぼう！

〜直接、図書館にお越しください〜

１６：００〜１７：００

1959 年、大阪市生まれ。1978 年、桂 文枝に入
門。1996 年 、「二代目 桂 枝光」を襲名。前名は
「桂 小つぶ」。現在、札幌と大阪を拠点に活躍中。
著書に『ちりとてちんの味わい方』、『愛宕山の登り方』
など。

定員 80 名

〜図書館にお申し込みください〜

今月の特集

紅白

●あか●
『燃えるサバンナ』

『トコトンやさしい太陽の本』

澤見彰

作

理論社<Y91 モ>

山﨑耕造

著

〜

赤・白

日刊工業新聞社<444 ヤ>

夢と神秘に満ちた太陽のしくみと恩恵
について紹介

『かあさんのいす』

揃っておめでたい！〜
○しろ○
『絵描きの植田さん』<913 イ>
いしいしんじ

作

ポプラ社

ある日村に引っ越してきた親子。天真爛
漫な女の子の明るさに、頑なな心もほぐ
れてゆきます

ﾍﾞﾗ B。ｳｨﾘｱﾑｽﾞ 作･絵 あかね書房<E カ>

「赤いライオンのたてがみを取れば、雨を
降らすことができる」美少女戦士・シバの
冒険

おかあさんとおばあちゃんと私と、世界
中でいちばんすてきないす

『ゆうかんなアイリーン』
ｳｨﾘｱﾑ･ｽﾀｲｸﾞ作 ｾｰﾗｰ出版<E ユ>

『ｋｏｍｏｍｏ』<384.9 オ>
荻野ＮＡＯ之

写真

講談社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

『トマト革命』
石黒幸雄

著

草思社<498.5 イ>

あなたはトマト、好きですか？
おいしさのヒミツ、教えます！

お母さんのつくったドレスを届けるた
めに、吹雪の夜道を一人行く！

『リンゴの絵本』

『塩の大研究』
PHP 研究所<K66 シ>

自分でつくってまるかじりできたら素敵
だね。鉢植えで栽培に挑戦だ！

人間の暮らしに欠かせない塩を様々な
角度から紹介

『完璧な赤』

『クヌート』

『人生に知恵と勇気を与えてく
れる 33 の寓話』

編

農文協<K62 リ>

ｼﾞｭﾘｱﾅ･ﾊﾄｺﾌ 著

ｴｲﾐｰ B。ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 著 早川書房<577.9 グ>

16 世紀のヨーロッパを狂瀾に陥れた「魅
惑の真紅」をめぐる帝国と密偵と大航海の
物語
※<

塩事業ｾﾝﾀｰ 監修

私は舞妓になるために生まれてきたん
です−外国育ちでありながら、花街にと
びこんだ小桃の生長を追う

こいけひろお

廣済堂

<K48 ク>

ドイツのベルリン動物園に生まれた小
さな赤ちゃんグマは、やがて世界を大き
く動かすことになるのです−

ｼﾞｪｰﾝ･ﾖｰﾚﾝ 編著

東京書籍

<388 ヨ>

老人は弱者か？白髪のヒーローたちが
大活躍！

>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（12 月に入った本の一部です） 予約ベスト 10（2009.12.15 現在）
書名／著者名／出版社／請求記号

オリンピックの身代金／奥田英朗／角川書店／913 オ

1

ホワイトクロウ／加藤実秋／東京創元社／913 カ
文

書

順位

四とそれ以上の国／いしいしんじ／文芸春秋／913 イ

名

作

者

人数

流星の絆

東野 圭吾

68

聖女の救済

東野 圭吾

68

空とセイとぼくと／久保寺健彦／幻冬舎／913 ク

3

ガリレオの苦悩

東野 圭吾

61

銀のみち一条

4

告白

湊 かなえ

57

ハリーポッターと

Ｊ・Ｋ・

死の秘宝 上

ローリング

0〜3 さいはじめての「ことば」／小林哲生／小学館／736.1 コ

ハリーポッターと

Ｊ・Ｋ・

移民環流／杉山春／新潮社／334.4 ス

死の秘宝 下

ローリング

ホームレス中学生

田村

東京島

桐野 夏生

28

おそろし

宮部みゆき

28

夢をかなえるゾウ

水野 敬也

27

芸

あまりに野蛮な

上下／玉岡かおる／新潮社／913 タ
上下／津島佑子／講談社／913 ツ

光／三浦しをん／集英社／913 ミ

5

一
般
ひと手間かけて手づくり調味料／やぎぬまともこ／マーブルトロン／596 ヤ

児

ルール！／シンシア・ロード作・おびかゆうこ訳／主婦の友社／Ｋ93 ル

童

チームあした／吉野万理子作・宮尾和孝絵／学研／Ｋ91 チ
ゆかいなさんにんきょうだい／たかどのほうこ／アリス館／Ｅユ

7
8
10

絵
エゾオオカミ物語／あべ弘士／講談社／Ｅエ
本
どうして？／サラ・ヴェルロークン作・野坂悦子訳／光村教育図書／Ｅド

※請求記号とは、本の背に貼られている 913 イ・93 ル・Ｅユ 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。

裕

52

52
36

郷土資料紹介

〜北海道のことが書かれた本です〜

『静かな大地』
・池澤 夏樹 著
本書は、北海道にゆかりの深い著者・池澤夏樹が、初めて本格的に北海
道をテーマに描いた小説である。池澤は作家・福永武彦の息子として、帯
広に生まれ、6 歳まで北海道ですごした。
物語は明治初年、淡路島から北海道の静内に入植した宗形三郎と四郎。
牧場を開いた宗形兄弟と、アイヌの人々の努力と敗退、繁栄と没落をえが
く壮大な叙事詩。著者自身の祖先の物語であり、同時に日本の近代が捨て
た価値観を複眼でみつめる、構想 10 年の歴史小説。
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

真々地保育所
市内に３箇所ある公立保育所のひとつで、どの保育所も同じような活動が行われています。
保育所の子どもたちは一日の生活の中で何度も絵本や紙芝居に触れる機会があり、色々な年齢
で絵本を楽しんでいます。

《活動内容》
○
○

絵本の読み聞かせ…集団で、おひざに抱っこで１対１で触れ合いながらなどｘ、色々な場
面で絵本に触れています。大好きな絵本はその後のごっこ遊びにも発展します。
子ども文庫の貸し出し…保育所にある絵本や紙芝居を貸し出しています。家庭での親子の
ふれあいにも活躍？しています。

《保育所で人気の絵本紹介》
○１歳児クラス…「おつきさまこんばんは」
「がちゃがちゃどんどん」
○２歳児クラス…「だめよ ディビット」
「もりのおばけ」
○３歳児クラス…「クレヨンの黒君｣
「きょだいなきょだいな」
「わたしのワンピース」
○４歳児クラス…「ばばばぁちゃん」
「めっきらもっきらどぉんどん」
「きつねのおとうさんがにっこりわらっていいました」
○５歳児クラス…「エルマーのぼうけん」
「もりのへなそうる」「ともだちや」
（文：真々地保育所）

1 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

● 1 月 18 日(日)
14：00〜15：00

「ポパイ vol.2」

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）

「みすず」[2001 年作品・日本]

25 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

監督：五十嵐匠

[1930〜1950 年作品]
監督：デイヴ・フライシャー
マックス・フライシャー

● 1 月 25 日(日)
14：00〜15：45

出演：田中美里

中村嘉葎雄

壊れた本は職員やボランティアさんの手によって 1 冊 1 冊修理をしています。
ここで主な修理方法をご紹介します。
のり付け………最もよく行なう方法です。抜けたページや破れたとこ
ろの修理など、基本な方法です。
のこぎり製本…ページがたくさん抜け出てしまったり、バラバラ
になってしまった本などは、背にのこぎりで溝を刻み、
タコ糸を埋め込んで製本しなおします。
糸とじ…………糸でとじられているタイプの本で、糸がゆるんだり切
れてしまった場合、再度とじなおしをします。

【休 館 日】
【開 館 時 間】
午前 10：00〜午後 7：00

毎月第 3 月曜日
（1 月は 19 日です）
年末年始のため
（12 月 30 から 1 月 5 日）

