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「にゃーごのやさしさ・ティラノのおもいやり」

サイン会が
あります。

＊定員 80 名＊

〜図書館までお申し込みください〜

宮西達也（みやにしたつや）氏プロフィール
1956 年静岡県生まれ。日本大学芸術学部美術学科卒業。
1999 年「帰ってきたおとうさんはウルトラマン」で第 8 回剣淵絵本の里大賞を受賞。
同年「きょうはなんてうんがいいんだろう」で第 30 回講談社出版文化賞・絵本賞を
受賞。主な作品に「おっぱい」「うんこ」など多数の作品を発表。

『本の花を咲かせよう！』
皆さんの好きな本や子供たちにおす
すめの本をさくらの形の紙に書いて、
紹介してください！館内児童閲覧室に
て、『本の花』を咲かせていきます。

４月 23 日〜５月 12 日は
「こどもの読書週間」です。
第 51 回「こどもの読書週間」標語

「笑顔のヒミツは本の中」

春

今月の特集
『宇宙スパイウサギ大作戦』
岡田貴久子作

理論社

<K91 ウ>

『落語百選

〜新しい出会い〜
春』

『春』

麻生芳伸編 三省堂 <779.1 ラ>
寄席には「季節」がある。
春の噺をお楽しみください。

『春はあけぼの』<E ハ〉
清少納言文 斎藤孝編 ほるぷ出版
美しい日本語で季節を感じてみま
しょう！
宇宙の彼方からやってきたウサギ、そ
の正体は・・・地球侵略をするためにや
ってきたスパイだった！

『京都桜案内』<748 ミ〉
水野克比古著 光村推古書院

『はるいろ』
河合ひとみ著 マール社 <725.5 カ>
春色の色鉛筆を使って自分だけの春
を描いてみませんか？

五味太郎作 絵本館 <Ｅ ハ>
窓の外をのぞいてみると・・・。

『沈黙の春』 <519 カ>
レイチェル・カーソン著 新潮社
いま私たちが何をなすべきか・・を
考えさせる一冊。

『ケイゾウさんは
四月がきらいです。』
市川宣子作 さとうあや絵
福音館書店 <K91 ケ>
ケイゾウさんは嫌いなものがたくさ
ん。その理由は・・・。

『四月物語』
（ＤＶＤ）
岩井俊二 監督

<V11-3273>

『春になったらあけてください』
増井邦恵作 あべまれこ絵
ＢＬ出版 <E ハ>
春っていつから春なの？

『春の日』
今森光彦著 アリス館 <748 イ>
里山の春の風景が一冊の本になりま
した。美しい自然が広がっています。
※<

美しい桜が春を感じさせます。
京都の桜の堪能できます。
『春の数えかた』
日高敏隆 新潮社 <460.4 ヒ>
いきものはどうやって春を春だと
感じているのか・・・。

東京で独り暮らしを始めた女学生。
実はちょっとわけありで・・・。

>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（３月に入った本の一部です） 予約ベスト 10（2009.３.15 現在）
書名／著者名／出版社／請求記号
蘭陽きらら舞／高橋克彦／文芸春秋／913 タ
何もかも憂鬱な夜に／中村文則／集英社／913 ナ
ロロ・ジョングランの歌声／松村美香／ダイヤモンド社／913 マ
文
苛めの時間／井上淳／河出書房新社／913 イ

名

作

者

人数

１

告白

湊かなえ

70

２

聖女の救済

東野 圭吾

54

3

流星の絆

東野 圭吾

49

ガリレオの苦悩

東野 圭吾

44

悼む人

天童 荒太

44

ハリーポッターと

Ｊ．Ｋ．

死の秘宝 上

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

8

森に眠る魚

角田 光代

29

9

食堂かたつむり

小川 糸

27

英雄の書 上

宮部みゆき

26

そろそろ最後の恋がしたい／唯川恵著・桜沢エリカ画／角川春樹事務所／913 ユ

芸

書

順位

4

動物園で逢いましょう／五条瑛／双葉社／913 ゴ
こんな感じ／群ようこ／幻冬舎／913 ム
仕事力／茂木健一郎 ほか著／朝日新聞出版／366.2 シ
一

6

不整脈が気になるときに読む本／加藤貴雄／小学館／493.2 フ
般

30

30

図説環境問題データブック／奥真美／学陽書房／519.1 ズ
児

本当の友だちってどんな友だちだろう／藤原和博／朝日新聞出版／Ｙ15 ホ

童

たたかうロボット／デイビッド・ジェフリス著・富山健／ほるぷ出版／K54 タ

10
オオカミのおうさま／きむらゆういちぶん・田島征三え／偕成社／E オ
絵
本

ババールとおちびのイザベル／ロラン・ド・ブリュノフさく
・せなあいこやく／評論社／E バ
ジャッキーのたからもの／あだちなみ絵・あいはらひろゆき文
／ブロンズ新社／E ジ

※請求記号とは、本の背に貼られている 913 イ・Y93 ガ・K93 ダ・Ｅホ 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〜

『ひまわりのかっちゃん』
・西川 つかさ 著
西川司クン、通称「かっちゃん」は、はんかくさい子どもで、小学２年生
に進級する春、ひまわり学級に入ることに。母は泣き崩れ、兄はあきれるも
のの、本人はいたってのんき。父の仕事を助けたり、イヤな親戚の家でもの
すごいコトをしてみたりしながら、かっちゃんはのびのびと過ごします。と
ころが５年生の春、転校することになった学校には・・・
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。

移動図書館車『ブッくん』が、新しくなりました。
平成 6 年 4 月に運行を開始してより 15 年間走り続け
てくれた今までのブッくん。ご利用いただいている皆さ
んはもちろんのことと思いますが、私たち職員にとって
も少なからず思い出のあるブッくんとお別れするのはさ
みしい限りです。ブッくん、長い間おつかれさまでした。

そして、左の写真が新しいブッくんです。以前のブッくんに
比べて、約 300 冊多く積めるようになり、車内も広くなりま
した。また、車椅子用のリフトが付き、車椅子の方も車内に上
がって本をご覧いただけます。
車の側面には職員が行っているおはなし会の名前にちなん
で『くりねずみ』
（リス）と市の鳥である『やませみ』、背景に
は支笏湖が描かれています。

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

E 絵本くらぶ(えいごおはなし会)

４日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

11 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

12 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

15 日(水) 11：00〜

おはなしの会 ピノキオ

18 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

19 日(日) 11：00〜

Ｅ絵本くらぶ(えいごおはなし会)

26 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５日(日)

影絵・演出：藤城清治
台 本 構 成 ：香山多佳子
[2007 年作品]

● ４月 19 日(日)

午前 10：00〜午後 7：00

14：00〜：15：50

「ぼくたちと駐在さんの 700 日戦争」
監
出

【開 館 時 間】

14：00〜：14：40

「ブレーメンのおんがくたい
スカンクカンクプー海に落ちたピアノ」

督：塚本連平
演：市原隼人
佐々木蔵之介 ほか
[2008 年作品・日本]

【休 館 日】
毎月第 3 月曜日
（４月は 20 日です）

