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夏休み子ども読書推進事業

「ス イ ミ ー」
平成２２年７月２５日（日）

～ある日なかまたちが、大きな魚に食べられて
しまいました。そこでスイミーは…
レオ・レオニ原作の小さな魚が大きな魚にたち
むかう知恵と勇気のお話～
定員 １００名
（申し込み順）
図書館で整理券配布中
中

日 程：７月２７日（火）・２８日（水）
時
場
対

２９日（木）・３１日（土）・８月１日（日）
間：午後２～４時
所：千歳市立図書館 ２階 AV 室
象：小学生～一般
（小学３年生以下は親子で参加願います）
員：２５名（申し込み順）

定
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
『すごい空の見つけかた』
タ>

『はなび』＜Ｅ ハ＞ 秋山とも子 作
教育画劇
高橋真澄 写真 青菁社
花火が出来上がって上がるまでを描
美しい雲の写真と雲にまつわる情報
を収録。雲を見て癒されてみませんか。 いた絵本。
『星と宇宙を知りつくす本』

『空の名前』
高橋健司 写真・文
光琳社出版
さまざまな表情を持つ空を季節の言
葉とともに綴る。
<451

～空を見上げて～

『雲物語』<451.6 タ>

武田康男 写真・文
草思社
探し求めてやっと出会えた美しい空
を覗いて見ませんか。
<451

空

タ>

〈440 オ〉小野夏子 著
インデックス・コミュニケーションズ
知っているようで知らない星の知識
を紹介。

『月のきほん』
〈446 シ〉
白尾元理 著 誠文堂新光社
月の満ち欠けや月食のメカニズムな
ど月に関する基本知識を収録。

『花火の本』＜575.9 サ＞
冴木一馬 写真・文 淡交社
花火の種類から色まで詳しく解説。
花火を見るのが楽しみになる 1 冊。

『星空を見上げて 365 日』
藤井旭 著
誠文堂新光社
その日の夜に見える星空を３６５日
分紹介。夜空を観察してみませんか。
＜Ｙ44

『雲……北の旅人』<Ｌ748 ク>
小檜山博 文 北海道新聞社
著者の半生と雲への思いを語りなが
ら北海道の空を切り取った写真集。
※<

ホ＞

>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サービスを紹介
します。

Ｑ）黒曜石、または黒曜岩の採

Ｑ）万城目という名字はどこの名

取できる場所を知りたい。

字で、そのルーツとなった地

Ｑ）億や兆より大きい数の呼び
方を知りたい。

名が知りたい。
Ａ）以下の２冊に掲載されてい
ました。

Ａ）まんじょうめ
宮城県の名字で、陸奥国稗貫

<出典>
『原色岩石図鑑 全改訂新版』
５１頁

＜Ｒ４５８ マ＞

ルーツとなっている。

保育社

『原色新鉱物岩石検索図鑑』
164 頁

郡万町目（岩手県花巻市）が

＜Ｒ４５９ シ＞ 北隆館

Ａ）京（けい）、垓（がい）。無
量大数（むりょうたいすう）
等
<出典>
『丸善単位の辞典』
495 頁

<出典>
『難読・稀少名字大事典』
512 頁

＜Ｒ288

モ＞ 東京堂出版

＜R609

マ＞

丸善

『楽しく遊ぶ学ぶ
かず・かたちの図鑑』
６９頁

＜ＫＲ４１

タ＞

小学館

6 月に入った本の一部です

＜493.9

子どもを生活習慣病にしない食卓

日本のすごいモノづくり

北川 博敏 著／主婦の友社
アメリカのあとを追って、生活習慣
病大国になってしまった日本。多数の
子どもが生活習慣病、またはその予備
軍になってしまった現状を救うため
に必要な食物の知識を紹介する。

中村 智彦 監修／学研教育出版
日本のモノづくりは最高に面白
い！乗り物から食品・飲料、電気製品、
ホビー・スポーツ、日用品、工業・建
設、ユニークなものづくりまで、製造
＆製品の仕組みをカラーで解説。誮か
に話したくなる面白いネタが満載。

キ＞

＜913 ナ＞

＜K93 ピ＞

＜502.1 ニ＞

小さいおうち

ペンギン・ハイウェイ

中島 京子 著／文藝春秋
赤い三角屋根の家で美しい奥様と
過ごした女中奉公の日々。ノートに隠
されたひそやかな恋愛事件。60 年以
上の時を超えて、語られなかった思い
がよみがえる－。懐かしくて苦い記憶
の物語。

森見 登美彦 著／角川書店
小学４年のぼくが住む郊外の街に
突然、ペンギンたちが現れた。どうや
ら歯科医院のお姉さんのふしぎな力
が関わっているらしい。このおかしな
事件の謎を解くべく、ぼくは研究を始
めるが…。

＜913 モ＞

ピーティ

ライオンとねずみ

ベン・マイケルセン 作
千葉 茂樹 訳／鈴木出版
脳性まひで生まれ、人生の大半を施
設ですごすピーティ。ハンディを持ち
ながらも、ひとつひとつの出逢い、目
にするもの、耳にするものによろこび
とおどろきを味わい、自分の人生を生
ききった、胸を打つ光あふれる物語。

ジェリー・ピンクーニ 作
イソップ 原作／光村教育図書
ねずみに昼寝を邪魔されたライオン
だが、
「ご恩返しをします」と命乞いを
され笑ってねずみを逃がす。間もなく
して、ライオンは密猟者に捕まるが…。
イソップ物語「ライオンとねずみ」を
迫力の絵と音のみで描く。

＜E ラ＞
＞

書名／著者名／出版社／請求番号

お
と
な
向
け
こ
ど
も
向
け

親の入院・介護が必要になったときに読む本／豊田 眞弓 編著／日本実業出版社／369.2 ト
iPad ショック／林 信行 著／日経ＢＰ社／548.2 ハ
神の手 上・下／久坂部 羊 著／日本放送出版協会／913 ク
柚子の花咲く／葉室 麟 著／朝日新聞出版／913 ハ
生きものがきえる／真珠 まりこ 作・絵 WWF ジャパン 監修／講談社／Ｋ48 イ
ぼくらの輪廻転生／さとう

まきこ 著／角川書店／Y91 ボ

ＳＬれっしゃだいさくせん／横溝 英一 文・絵／小峰書店／Ｅ エ
てんぐのきのかくれが／青山 邦彦 作・絵／教育画劇／Ｅ テ

『蟹工船』

小林

多喜二（小樽市出身）

『蟹工船』を読んだことはありますか？数年前に書店のポップで一躍有名
になりましたが、機会を逃してしまったという方は、ぜひ一度読んでみては
いかがでしょう？ちなみにこの作品は著作権が切れているので、Ｗｅｂサイ
トでも無料で閲覧できます。
千歳市立図書館では 1 冊所蔵しています。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
3 日(土) 14：00～

上映会 ２階ＡＶ室
● 7 月 4 日(日)
14：00～15：40

おはなしぐるんぱ

「大決戦！超ウルトラ８兄弟」

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

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）

25 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

[2008 年作品]

● 7 月 18 日(日)
14：00～16：25

「遠くの空に消えた」
[2007 年作品・日本]
監督：行定

勲

出演：神木

隆之介

大後

寿々花

ほか

図書館に除菌 BOX が設置されたのはご存知ですか？玄関入って右手側、
本日の行事案内板の後ろに２台設置されています。
使い方
1.扉を開けて中の網棚に本を並べます。（本が重
ならないように、
A4 サイズでしたら６冊まで）
2.扉を閉めて緑色のボタンを押します。（約４５
秒間で終了。）
※注意※
紫外線は絶対に直視しないようお願いします。

【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 19 日です）

