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平成 21 年度

毎年恒例、好評の童話創作講座…今年も開催します！
一緒に童話を書いてみませんか？
ペンさえあれば誰でも書けます♪♪♪

講 師 升井 純子氏
日 時 ６、７、８、９、11、12 月 各第２土曜日
午前１０時１５分〜１２時
ところ 千歳市立図書館 ２階会議室
対 象 高校生〜一般

皆さんの参加
お待ちしています☆

定 員 20 名
持ち物 原稿用紙（縦書き 400 字詰め） 筆記用具
※詳しくは図書館までお問い合わせ下さい。

今月の特集
『草を編む』 <754 タ>
谷川栄子著 農山漁村文化協会

身近な草をつかってかごや生活用品
の編み方を解説

『どんどんのびる草』<K47 ド>
村山幸三郎ぶん 伏原納知子え 新日本出版社
人々の暮らしに深く関わっている「ク
ズ」のたくましい成長の様子

草

木

〜いろいろな葉っぱたち〜

『草木の染色ノート』<753.8 カ>

『木はいいなあ』<E キ>

加藤国男著 グラフ社
使う植物によって微妙な色合いが
生まれる染色

ユードリイさく シーモントえ 偕成社
木って木かげで休むこともできる
し、嵐が来ても家を守ってくれる

『調べて楽しむ葉っぱ博物館』

『日本の林業１
木を植える 森を育てる』<K65 ニ>

<653.2 カ>
亀田竜吉写真 多田多恵子文 山と渓谷社
それぞれの形、大きさ、役割等がま
ったく違う葉っぱたちの事典

『リーフアレンジメントを楽しむ本
葉っぱをいける、葉っぱで遊ぶ』

MORIMORI ネットワーク編

岩崎書店

生活に欠かせないめぐみを受けてい
る森を育てる仕事、林業

『蝶々はなぜ
菜の葉にとまるのか』<470.4 イ>

坂倉有香著 河出書房新社<627.9 サ>

稲垣栄洋著 三上修絵 草思社

『緑の指』<620.4 ソ>
曾野綾子著 ＰＨＰ研究所
多忙な著者が自然と触れることで生
きる意味を問いかける

『花とみどりのことのは』

葉っぱを使ってさまざまなアレン
ジを楽しむ

ネイチャー・プロ編集室 構成・文
『野山の歳時記』
<470.4 イ>
幻冬舎 <470 ハ>
岩木呂卓巳著 岩波書店
ヨーロッパでは 5 月 1 日が春の花祭、
四季折々の野の植物たちを写真と
メイ・デーと呼ばれている
ともに紹介

古くから私たちは自然の恵みを活か
し、自然の恵みに活かされてきた

『葉っぱ』

<911 ギ>
銀色夏生著
幻冬社
何気なく落ちている葉っぱたちの風
景の詩集

図書館では、日ごろから利用者の方の調べ物のお手伝い
をしています。そのサービスをレファレンスサービスと
いいます。ここでは過去のレファレンスを紹介します。

Ｑ

どの様にして千歳・札幌間

Ｑ

二酸化炭素はいつ、誰によっ
て発見されたのか。

に国道 36 号線ができたの
か、その推移を知りたい。
Ａ
Ａ

ブラック

Black，Joseph

（1728−1799）スコット

以下の２冊に掲載されて

ランドの科学者・物理学者

いました。

で、二酸化炭素の発見と潜熱
出典

北の道づくり 132 頁

の研究で名を残している。

＜L514 キ> 北海道新聞社

1756 年に刊行された研究
報告の中で二酸化炭素に触

北海道道路 53 話

Ｑ 東北地方を舞台にした本に
「あさざ」もしくは「あさわざ」
「あさあざ」（漢字表記は朝業）
という言葉が出てきたが、その
意味は何か。
Ａ

朝業・・・あさざ（名詞：
茨城県で主に使われる方
言）
。あさあざともいう。
意味・・・朝の仕事。
用例・・・朝業仕事

れている。

218 頁

出典
日本国語大辞典第 1 巻 269 頁

<L514 ホ> 北海道新聞社

出典
『世界化学者事典２』149 頁
<R402 セ >原書房

<R813.1 ニ>小学館国語辞典編集部

４月に入った本の一部です
くまちゃん
角田 光代

れんげ荘
著／新潮社

群 ようこ

４回ふられても私はまた、恋を
した。あんなに手痛い思いをした
というのに･･･。きっとここにあな
たがいる、傑作恋愛小説。
＜913 カ＞

「れんげ荘」に引っ越しし、月
10 万円で暮らす貯金生活者とな
ったが…。ささやかな幸せを求め
る女性を描く、書き下ろし小説。
＜913 ム＞

派遣村

天の川銀河の地図をえがく

宇都宮 健児 著・湯浅 誠
／岩波書店

編

郷田 直輝

運営の当事者から研究者まで、
様々な立場から、
「派遣村」が投げ
かけた問いに応答する。
＜366.2 ハ＞

＜Y91

ハ＞

著／角川春樹事務所

＜Y44

ゴ＞

人類が昔からさまざまな想像を
めぐらせてきた天の川銀河。星ま
での正確な距離を求め、天の川の
立体地図をえがく挑戦から宇宙の
謎に迫る。

晴れた朝それとも雨の夜

ハルのふえ

泉 啓子

やなせ

作／童心社

あの時、なんで追いかけたりし
たんだろう？あやまらなきゃっ
て、ずっと思ってた。３人の少女
のかけがえのない季節をつづるア
ンソロジー。

＜E ハ＞

著／旬報社

たかし 作／小学館

森で人間の赤ちゃんを拾ったた
ぬきのハル。その子にパルと名付
け、母親として大切に育てるが･･･
やなせたかしが描く、やわらかく
てあたたかな心がいっぱいの絵
本。

書名／著者名／出版社／請求番号
おとな向け

ショットバー／麻生

幾

著／幻冬舎／913 ア

イエメンで鮭釣りを／ポール・トーディ 著・小竹 由美子 訳／白水社／933 ト
宮尾登美子私の世界／宮尾 登美子 著／世界文化社／910 ミ
働くニホン／日本経済新聞社 編／日本経済新聞出版社／366.2 ハ

こども向け

メニメニハート／令丈

ヒロ子

作・結布

絵／講談社／K91 メ

うそつきにかんぱい！／宮川 ひろ 作・小泉 るみ子 絵／童心社／K91 ウ
くさをはむ／おくはら

ゆめ

作／講談社／E ク

そらまめくんとながいながいまめ／なかや みわ

さく／小学館／E ソ

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『北海道 さくら旅』・ピート小林

写真・文

道内の桜の名所を写真と共に紹介しています。千歳では支笏湖と千歳川沿
いが紹介されています。桜が見ごろを迎える今の季節、ぜひ近くはもちろん、
少し遠くへも足をのばしてお花見はいかがですか？
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。

５月の図書館行事
おはなし会
１階おはなしコーナー

上映会 2 階ＡＶ室
● 5 月３日(日)
14：00〜15：35

２日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

９日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

「Pipi とべないホタル」
[2007 年作品]

10 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

原作：小沢昭巳

16 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

監督：中田新一

17 日(日) 11：00〜

E 絵本くらぶ(えいごおはなし会)

20 日(水) 11：00〜

おはなしの会 ピノキオ

23 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

24 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

● 5 月 17 日(日)
14：00〜16：15

「女帝エンペラー」
[2006 年作品・中国]
監督：フォン・シャオガン
出演：チャン・ツィイー
ジョウ・シュン

等

すみれ文庫は向陽台コミセンにある、街の小さな私設図書館です。幼児から
成人向けの 5000 冊の本と、ボランティアのおばさんたちが待っています。
また、市立図書館から借用の 300 冊も貸出します。
素敵な“人”と“本”にめぐり逢えるかもしれません。
どうぞ気軽にお立ち寄りください。

┬開庫日―
┬貸
┬返

毎週水曜日

14：00〜16：00

毎月第４木曜日

14：00〜16：15

出― １人 10 冊

２週間

却― 文庫の開いている時は文庫へ
またはコミセン窓口へ

【開 館 時 間】
午前 10：00〜午後 7：00

【休 館 日】
毎月第 3 月曜日
（5 月は 18 日です）

