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むかしむかし･･･ソメコというおんなの子がいました。
ソメコは遊びたくてしょうがないのにおかぁもおとぉも
みんな遊んでくれません。
しょうがなくソメコが一人で遊んでいると･･

参加希望の方は
図書館まで申し込みが
必要です。

と き：７月２７日（月）・２８日（火）
２９日（水）・３０日（木）・８月１日（土）
じかん：午後２〜４時
場 所：千歳市立図書館 ２階 AV 室
対 象：小学生〜一般
（小学３年生以下は親子で参加願います）
定 員：２０名（申し込み順）
持ち物：第１回目は筆記用具、三角定規をご用意ください。
第２回目以降はその都度説明いたします。（カッター、色彩道具など）

今月の特集
『富士輝きの瞬間』 <748 フ>
深見重利著 けやき出版

『記念日の山に登ろう』<291.0 イ>

『ぼく、目が見えなくても富士山を撮る』

石井光造著 東京新聞出版局
日付高度とは？山の標高を日付に
読みかえること。日付と標高が一致す
る山へ…。

伊志井桃雲著 ポプラ社
19 歳で失明した写真家が富士山を
撮り続ける人生。

『知って楽しい山岳展望』<454.5 タ>
田代博著 新日本出版社
写真の撮り方、スケッチの仕方、パ
ソコンの活用法をもとに山を眺める
富士山を撮り続けた 14 年間の結集。 楽しさを紹介。

『女たちの山小屋物語』<281 タ>

『山の花めぐり』<471 カ>
加藤明文著 恒文社

鷹沢のり子著 山と渓谷社
登山者を温かく迎えてくれる山小屋
かあちゃん達のたくましい人生。

<K91 ボ>

『俳句で歩く百名山』<291.0 オ>
岡田日郎著 主婦と生活社
全国の百名山を俳句と共に紹介。

『山小屋ごはん』<596 マ>
松本理恵 著 山と渓谷社
山小屋で食べることが出来るメニュ
ーの紹介。登るために食べるのか、食
べるために登るのか。

『はじめてのやまのぼり』<E ハ>
美智子 文 至光社

『山の世界』 <454.5 ヤ> 岩波書店
登山をはじめ、山の科学や文化、暮ら
し、環境保全等さまざまな分野を網羅。

『神々の山嶺』<913 ユ >
夢枕獏著 集英社
エヴェレスト登山に失敗した日本カ
メラマンが偶然見つけた古いカメラ。
イギリスの登山家 G・マロリーのカメ
ラではないかと疑問を持ち…
※<

日本全国の高山植物の写真と名前
の由来を紹介。
『ちいさな桃源郷』<914 イ>
池内紀編 幻戯書房
皇后陛下美智子様が文を書かれた絵
山の雑誌「アルプ」より、深田久弥、 本。初めて高い山の頂上に登った少女
椋鳩十らの 33 篇。
は何を支えに登ったのか。

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています

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） 甥や姪の子供を何と呼
ぶのか。

Ａ）姪孫（てつそん）

Ｑ）歴代内閣総理大臣が知り
たい。

Ａ）以下の本に記載されてい
ました。

＜出典＞
総合百科事典ポプラディア５巻
250 頁 <KR03 ソ>
親族の項目に親族の範囲の表の
記載あり

Ｑ）北海道におけるジンギスカ

＜出典＞
戦後史年表 1945〜2005
140 頁 <R210 セ>
1945 年から 2005 年までの
総理大臣の一覧あり
読売年鑑 2009 など

ンの歴史を調べたい。

Ａ）

第２次世界大戦前（1936
年頃）札幌市内のレスト
ランで羊肉料理が食べら
れていたが高級品であっ
た。戦後になり中国料理
の流れを汲むジンギスカ
ン焼きが急速に普及し
た。

＜出典＞
北海道大百科事典 下巻
865 頁 <R031 ホ>
他に、新北海道食べ物歳時記<第
一閉架書庫 L596 シ>などに
も記載あり

６月に入った本の一部です
かれん

ＩＮ

安達 千夏 著／角川書店
亡くなった妻・千勢の身代わりを演
じてほしいと依頼されたフリーアナ
ウンサーの雪乃。直後、千勢のかつて
の恋人という謎の男が現れ…

桐野 夏生

彼は、小説に命を賭ける、と何
度も言った。小説は悪魔か、それ
とも作家が悪魔なのか？恋愛の
「抹殺」を描く小説家の、荒涼た
る魂の遍路。
＜913 キ＞

＜913 ア＞

大人のＡＤ／ＨＤ

覚えたい！傑作サラダ

田中 康雄

坂田 阿希子 著／講談社

監修／講談社

ご飯に合うおかずサラダ、野菜１
種だけで作れるサラダ、温かいサラ
ダ、もてなしにもピッタリのサラダ
…サラダをおいしくするコツがつ
まったサラダを紹介します。

多動性・衝動性・不注意は、成
長とともに心にどのように影響し
ていくのか。大人のＡＤ／HD の心
理を徹底解明する。治療の現状や
具体的事例も紹介。
＜596 サ＞

＜493.7 オ＞

＜Ｋ91 モ＞

著／集英社

もういいよう

もりもりくまさん

あまんきみこ絵・かわかみたかこ作／
ポプラ社
わたし、お母さんが入院したとき
大泣きしちゃったけど、それから３
週間、元気だったよ。だって、ヒデ
リコ野原で迷子のひつじや、たぬき
の子どもとともだちになれたの！
不思議な出会いの物語。

長野 ヒデ子 作・スズキ コージ 絵
／鈴木出版
なんででももりもりこなす、くまさ
ん。もりもり朝ごはんをおかわりして
から、もりもり夕食を食べるまで、一
日中もりもり元気なくまさんの姿を
ユーモラスに描いた絵本。

＜Ｅ

モ＞

書名／著者名／出版社／請求番号
おとな向け

結婚したら、やっておくべきお金のこと／中村 芳子 著／ダイヤモンド社／591 ナ
壊れても仏像／飯泉 太子宗 著／白水社／718 イ
人生のいちばん美しい場所で／立松 和平 著／東京書籍／913 タ

こども向け

煉獄の使徒

上・下／馳

星周

著／新潮社／913 ハ

世界の橋大研究／三浦 基弘 監修／ＰＨＰ研究所／Ｋ51 セ
桜桃（さくらんぼ）のみのるころ／今江 祥智

やいたやいた／まどか

ななみ

作・宇野

亜喜良 絵／ＢＬ出版／Ｋ91 サ

作・みやにしたつや 絵／鈴木出版／Ｅヤ

ブンブンガタガタドンドンドン／かんざわ としこ・せばた

せいいち

作／のら書店／Ｅブ

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『北海道 鉄道駅大図鑑』
・本久 公洋／著
ＪＲ北海道の 14 路線全 465 駅（平成 19 年現在）を写真と文章で紹介して
いる本です。大きな駅はもちろん、小さな無人駅までモーラされており、千歳
市内の駅もしっかり載っています。個性的な駅もたくさんあるので、眺めるだ
けでも楽しめる１冊です。風の気持ち良い季節、のんびり駅めぐりの旅に出か
けるのも良いかもしれませんね！
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。

７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
● ７月５日(日)
14：00〜14：30

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)

25 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

26 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

「シンデレラ
マッチうりの少女
にんぎょひめ」
[2001 作品]

● ７月 19 日(日)
14：00〜15：50

「ミラクルバナナ」
[2005 年作品・日本]
監督・脚本：錦織

良成

出演：小山田サユリ・山本耕史
ほか

児童閲覧室の奥、おはなしコーナーの一角に布の絵本があるのを、皆さん
ご存知ですか？
この布絵本は、ちとせゆめの会さんより寄贈いただいています。貸出しす
ることはできませんが、おはなしコーナーにて自由に遊ぶことができますの
で、ぜひご利用ください。

【開 館 時 間】
午前 10：00〜午後 7：00

【休 館 日】
毎月第 3 月曜日
（7 月は 20 日です）

