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たとえば、こんな疑問をお持ちになったことはありませんか？
・カードをなくしたら？
・図書館にない本を読みたい時はどうしたらいいの？
・返却日までに図書館へ行けないときはどうしたらいいの？
・新刊はいつ入ってくるの？
カウンターの職員に聞くのは気が引ける…という方もいらっしゃると思いますので、ほんの少しです
がご紹介します。

図書館にない本が読みたい時は？

カードをなくしたら？

予約・リクエスト用紙がカウンターの前にあ

紛失用のカードを発行しています。３カ月は

る記載台に置いてあります。必要な事項を記入

紛失用カードを使っていただき、それでも見つ

してカウンターまでお持ちください。貸出中の

からない場合に再発行いたします。まずは１度

本に関しても同様です。予約・リクエストの上

カウンターへお越しください。

限は、お１人につき１０冊までとなりますので
ご注意ください。
※本によってはご用意できないものもございます
ので予めご了承ください。

返却日に間に合わない時は？
1 度まででしたら、お電話でも返却日を２週
間延ばすことができます。ただし延長できない

新刊はいつ入ってくるの？
購入経路にもよりますが、主に毎週木曜日に
受け入れています。
確認や装備に時間がかかる
ので、棚に並ぶのは夕方以降になります。
※天候その他の都合で遅れる場合もございます。

資料もありますのでご注意ください。
・予約が入っている資料
・返却日から８日以上経過している資料
・すでに１度、現物のない状態で延長した資料
など

今月の特集

こ と ば

『日本語のしくみ』<810 ヤ>

『みんなの語源』<812 ミ>

『世界の言語入門』<Ｓ800 ク>

山田敏弘 著 白水社
発音、書き方、使い方…毎日使ってい
るけれど知らない日本語のしくみを見
直してみませんか。

三上文明 著 山海堂
「うやむや」の語源、知っています
か？日常語の由来を江戸・歌舞伎・日
本文化・仏教など分野別に解説。

黒田龍之介 著 講談社
タイトル通りの入門書ではありません
のでご注意を！！エッセイとして楽しめ
る１冊。

『四字熟語グラフィティ』

『ＮＨＫ気になることば』

『国語のなぞ』<Ｋ81 コ>

<814.4 ゴ>

五味太郎 作

絵本館

<810.4 エ>

青木伸生 著

草土文化

ＮＨＫアナウンス室 編 東京書籍
何気なく使っている言葉の意味、調
べてナットク意外な発見！

『言えないコトバ』<914 マ>
益田ミリ 著

集英社

９０種類の四字熟語を五味太郎流の
新解釈で紹介。

油を売るのはまじめな人？国語の「へ
え、そうなんだ！」がつまっています。

『回文ことば遊び辞典』<807.9 カ>

『１５歳の日本語上達法』<Ｙ81 ジ>

上野富美夫 編 東京堂出版
上から読んでも下から読んでも同じ
回文。こんなに沢山あるんです。

『ことことわざおの
ことわざ劇場』<388.8 オ>

著者の言えないコトバたちに共感
したり、ドキッとしたり…日常に潜む
言葉について考えさせられる１冊。

金田一秀穂 著 講談社
「死んだ魚」っておいしそう？言い方
で感じ方が変わるのはなぜ？言葉ってナ
ニ？の疑問にお答えします。

『日本語ぽこりぽこり』<914 ビ>

『ＮＨＫ伝える極意①～④』<Ｋ36 エ>

アーサー・ビナード 著 小学館 ＮＨＫ「伝える極意」制作班 編 汐文社
大田垣晴子 著 メディアファクトリー
日本語と英語を知る著者が出会っ
言葉を使って伝えてみよう！①書く
ダジャレで学ぶことわざの本。本来の
意味を忘れずにチェックしてください。 た言葉の面白さをつづったエッセイ。 ②話す③発表④表現の極意を伝授。
※<

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています

普段読んでいる本で、感動した本、ためになった本などを、館長は
じめ図書館職員、ボランティアが紹介します。

今回は図書館職員

Ｆ氏

のお気に入りです

『何かが足りない

それでぼくは楽しくない

ないかけらを探しにいく ころがりながら

足り

僕は歌う』

“ぼく”はころがりながら、歌いながら足りないかけら
を探します。
かけらを見つけても小さすぎたり、大きすぎたり。
そしてとうとうぴったりのかけらに出会います
が・・・。
幼児でも楽しめる絵本ですが、大人にとっては多くを
考えさせられる一冊だと思います。

5 月に入った本の一部です
ちっちゃいけど、世界一誇りにし
たい会社

仕事ってこういうことだったのか

＜159 シ＞

チーム 20Ｓ5 編／かんき出版
20 代だったとき、どんな夢を持ち、
何を考え、何につまずき、どのように
決断してきたのか。各界の最前線を行
く 17 名が、夢と悩みを抱えるすべて
の 20 代に向けて、仕事の極め方、生
き抜くヒントを語る。

炎上する君

ザ・万遊記

西 加奈子 著／角川書店
恋に戦う君を、誮が笑うことができ
ようか？何かにとらわれ動けなくな
ってしまった私たちに訪れる、小さく
て大きな変化。奔放な想像力がつむぎ
だす、丌穏で愛らしい物語たち

万城目 学 著／集英社
北京で五輪を堪能し、ロンドンでサ
ッカーの醍醐味を味わい、バルセロナ
で丌遜にもピカソに共感!? 世界を日
本を駆けめぐる万城目学が、あちらこ
ちらでの驚きや感動を綴ったエッセ
イ集。

＜914 マ＞

＜913 ニ＞

＜K91 オ＞

＜335.3 サ＞

坂本 光司 著／ダイヤモンド社
40 年以上早朝から行列がとぎれな
い「幻のようかん」、五輪 3 大会連続
で金銀銅独占の「魔法の砲丸」。社員
30 人以下でも思いやりに満ちた学ぶ
べきことの多い会社 8 社を紹介。

すごいうさぎに気をつけろ

こばんざくら

きむら ゆういち 作
山下 ケンジ 絵／講談社
大好物のうさぎにいつも逃げられ
てばかりのおおかみ・ゴンノスケ。
今日もからぶりかと諦めかけたその
時、大きくて強引なうさぎがゴンノス
ケの前に現れて…!?

ビーゲン セン 作・永井 郁子 絵
／汐文社
じいさまとばあさまが可愛がってい
た牛のアオが死んでしまったので、ふ
たりはアオを埋めた土地に木を植えて
「アオざくら」と名づけた。丌思議な
ことにアオざくらは毎日どんどん大き
くなり、金色に輝く花が咲いて…。

＜E コ＞
＞

書名／著者名／出版社／請求番号
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センパイ！その日本語ざんねんです！／植松 眞人

著／保育社／810.4 ウ

オークンバケット加藤矢恵のつるバラと暮らす庭／加藤 矢恵 著／河出書房新社／627.7 カ
オール・マイ・ラビング／小路 幸也 著／集英社／913 シ
森茉莉 私の中のアリスの世界／森 茉莉 著／日本図書センター／914 モ
世界にはばたく日本力 日本の住／こどもくらぶ 編さん／ほるぷ出版／Ｋ52 セ
やせっぽちの死刑執行人 上・下／Ｄarren Shan

作・西本 かおる 訳／小学館／Y93 ヤ

小学生になる日／北見 葉胡 文・絵／新日本出版社／Ｅ シ
くものこくーのかぞくでおでかけ／さとう めぐみ

『エゾオオカミ物語』

作・絵／教育画劇／Ｅ ク

あべ

弘士（旭川市出身）

２５年間旭山動物園で、飼育係として勤務していた経験からか作者が描く
動物の絵は、あたたかさと迫力があります。得意の動物に関しては勿論のこ
と、今作においては雪の表現に関しても「白ではなく、青」と作者自身が言
うようにこだわりがうかがえます。
千歳市立図書館では 2 冊所蔵しています。ぜひご利用ください。

６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
5 日(土) 14：00～

● 6 月 6 日(日)
14：00～15：10

おはなしぐるんぱ

「ダヤンの冒険物語
トリポカの謎 1・2」

12 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

13 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

16 日(水) 11：00～

おはなしの会 ピノキオ

19 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

20 日(日) 11：00～

Ｅ絵本くらぶ（えいごおはなし会）

26 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

27 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

[2005 年作品]

● 6 月 20 日(日)
14：00～16：00

「市民ケーン」
[1941 年作品・アメリカ]
監督：オーソン・ウェルズ
出演：オーソン・ウェルズ
ジョセフ・コットン

ほか

『しんぱいごむよう！ももんちゃんといっしょ』
～親子いっしょに紙芝居・絵本を楽しみましょう～

４月２４日（土）に行われた、子ども読書週間記念事業・
絵本作家 とよたかずひこさんの講演会。
たくさんの方にご来場いただき、おかげさまで大盛況！
１冊１冊丁寧に、絵本に合わ
せてとてもかわいいサイン
を書いてくださいました♪

先生お手製の大型絵本や紙芝居、作品秘話などを織
り交ぜながらの読み聞かせで、大人も子どもも楽し
い、とても素敵な時間でした。

【開 館 時 間】
午前 10：00～午後 7：00

【休 館 日】
毎月第３月曜日
（6 月は 21 日です）

