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 6 月 1 日から、 

インターネットで本の予約ができます。 
図書館のホームページが開始し、1 年になります。毎日多くの利用者のみなさまにご利用

いただきありがとうございます。6 月 1 日から、図書館ホームページに新たに予約サービスが

加わることになりました。インターネットを使えば、図書館で所蔵している資料の予約が自宅

のコンピュータからでき、また、現在自分が借りている資料を画面で確認することもできます。

インターネット予約を利用するためには、はじめに図書館で、パスワードの申請をしておくこと

が必要です。くわしくは、ホームページ、図書館にあるチラシをごらんになるか、直接窓口カ

ウンターでおたずねください。 

 

今月今月今月今月のののの展示展示展示展示    

一般書 

・・・・環境問題環境問題環境問題環境問題についてについてについてについて考考考考えるえるえるえる                                                                                        ～正面～                                

かけがえのない地球。生命の恵豊かな地球を次世代に引き継いでゆくために環境問題

について考える本を集めて展示します。 

・・・・さくらぴあさくらぴあさくらぴあさくらぴあ物語物語物語物語のののの本本本本    －－－－世界世界世界世界でででで活躍活躍活躍活躍するするするするバレエダンサーバレエダンサーバレエダンサーバレエダンサー            ～展示コーナー～                            

世界の舞台で活躍する日本人バレエダンサーの本、バレエに関する本を集めてみました。    

児童書 

・・・・自然自然自然自然ってってってって素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい                        ～子どもの本の展示コーナー～ 

  ひとしずくの水、水は私たちの生活にとってとっても大切なものです。今月は、雨の

本やその水の働き、変化など“自然って素晴らしいな”と感じる本を用意しました。 



    

今月の新刊          おとなの本 

         図書館には１カ月に約８００冊の新刊が入ります。ここでは、その中からみな

さんにおすすめしたい本を４点あげてみました。 

 

『旭山動物園のつくり方 ｢伝える

のは命」最北の動物園からのメッセージ』 

原子 禅/文  亀畑 清隆/写真 柏艪舎 

 480.7/ﾊ 

旭川市旭山動物園が、2004年の夏、月間

入園者数日本一に輝いた。規模も大きくな

く、交通の便もさして良くない動物園が驚

くべき快挙を成し遂げたのはなぜか。園内

で働く人々へのインタビューを通して浮き

彫りにする。 

 

『ファンサイト・マーケティング 
企業のファンがネットの「クチコミ」で

増えていく！』 

日野 佳恵子/著  ダイヤモンド社 675/ﾋ 

「ファンサイト」とは、企業が自社ファンをつく

っていくサイトのこと。これからは単なる「会社

案内サイト」ではなく、「お客さまの声を聞く道

具」としてマーケティング機能を持ったサイトを作

ろう。 

 

『天然酵母でつくるお菓子 だから

自然の甘みがあって、体にやさしい。』
増沢 恵子/著 文化出版局 596.6/ﾏ 

余分なものをいっさい入れず、天然酵母

で丹念に時間と手間をかけてつくったお菓

子は、粉やバターの風味がしみじみ感じら

れる、心和むおいしさです。粉末の乾燥パ

ン種のホシノ天然酵母を使ったお菓子のレ

シピを紹介します。 

 

 

『この本が、世界に存在すること

に』 

角田 光代/著  ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ  F/ｶ 

本への愛情をこめて角田光代が描く新境地

泣きたくなるほどいとおしい、ふつうの人々の

「本をめぐる物語」があなたをやさしく包みます

心にしみいる9つの短編を収録。 

 

 

図書館にある全集紹介 
    個人全集個人全集個人全集個人全集((((日本日本日本日本))))    ３３３３ 
        みなみなみなみなさんはさんはさんはさんは「「「「読読読読みたいみたいみたいみたい本本本本がががが単行本単行本単行本単行本ではではではでは貸出中貸出中貸出中貸出中だけれどだけれどだけれどだけれど全集全集全集全集にはありますにはありますにはありますにはあります」」」」といわれたこといわれたこといわれたこといわれたこ

とがありませんかとがありませんかとがありませんかとがありませんか？？？？図書館図書館図書館図書館にはにはにはには、、、、いろんないろんないろんないろんな種類種類種類種類のののの全集全集全集全集をををを揃揃揃揃えていますえていますえていますえています。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、具体的具体的具体的具体的にににに

どういうものをどういうものをどういうものをどういうものを所蔵所蔵所蔵所蔵しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、紹介紹介紹介紹介していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

・司馬遼太郎全集 １～６８ 司馬 遼太郎 著 文藝春秋 918.6/ｼ  

     図書館でも人気の全集です。全巻読破に挑戦！？壮大な歴史ロマンの世界にどっぷり

と浸ってみるのはいかがでしょうか。 

 

・志賀直哉全集 １～２２ 補巻１～６ 志賀 直哉 著 岩波書店 918.6/ｼ 

 

・住井すゑ作品集 １～８ 住井 すゑ 著 新潮社 918.6/ｽ 

人間はすべて平等。生涯に亘り人間の尊さを訴え続けた住井すゑさんの、代表作 

『橋のない川』を含む小説、児童文学、エッセイなどを収めています。 



『『『『ロッテロッテロッテロッテ    

ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨークにいくにいくにいくにいく』』』』    
ﾄﾞｰﾘｽ･ﾃﾞﾘｴ/文  

ﾕﾘｱ･ｹｰｹﾞﾙ/絵 

若松 宣子/訳 理論社 E/ｹ 

ロッテとお母さんは、ニューヨークへ行

きました。いつも一緒のヒツジの枕、エー

リッヒを荷物に入れて。ところが、ニュー

ヨーク見物から帰るとエーリッヒがいませ

ん。ロッテの目からは涙が……。 

 

『『『『森森森森のののの地図地図地図地図』』』』    
阿部 夏丸/文 あべ 弘士/絵 

ブロンズ新社 913/ｱ 

「今日こそ、あれに、のぼるのだ」毎日

屋根に登ってながめていた岩山を目指し、

カムロは歩き出した。ところが、１時間歩

いてもあたりの景色はかわらず、まるで迷

路のよう。困っているとイタチが現われ…。 

    

『『『『レタスレタスレタスレタスのののの絵本絵本絵本絵本----そだててあそぼうそだててあそぼうそだててあそぼうそだててあそぼう 62626262』』』』    
つかだ もとひさ/へん  
つかもと やすし/え 農文協 626/ﾚ    

 サラダに欠かせないレタスは、紀元前薬

用植物として利用されていました。外国か

ら戦後やってきた野菜のイメージですが、

平安時代に渡来しキクの仲間。上手な育て

方や食べ方など、レタスのことが満載です。 

 

『『『『ポッケポッケポッケポッケののののワンピースワンピースワンピースワンピース』』』』    
つちだ のぶこ/作 

学研  E/ﾂ 

 お母さんが作ってくれたブブノワさんの

ワンピースには、ポッケが 10 こもありま

す。とっておきのねじねじぼうをポッケに

入れて森へおでかけすると…。動物たちと

のやりとりが楽しい絵本。 

 

『『『『蒼蒼蒼蒼
そう

路路路路
ろ

のののの旅人旅人旅人旅人』』』』    
上橋 菜穂子/作 佐竹 美保/絵 

偕成社 913/ｳ 

 新ヨゴ皇国の皇太子チャグムは、帝の命

令により、祖父のトーサと共に、罠と知り

ながら、サンガル国の救援にむかった。自

らの道を探しながら困難な道を歩んでいく

チャグムの物語。「守り人」旅人シリーズ。

    

『『『『描描描描かれたかれたかれたかれた仕事仕事仕事仕事----名画名画名画名画のなかののなかののなかののなかの世界世界世界世界５５５５』』』』    
ｳｴﾝﾃﾞｨ＆ｼﾞｬｯｸ･ﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ/編 

若桑みどり/日本語版監修 

福間 加容/訳 小峰書店 723/ｴ 

私たちの生活と関わりの深いテーマにそ

い、時代や国を超えて、集められた名画の

数々。今回のテーマは仕事。社会や家庭に

おいて「働くということ」を美術作品を通

して考えさせてくれる本です。 

● 『新版 祇園祭』  田島 征彦/作  童心社  E/ﾀ 

● 『マドレーヌのメルシーブック いつもおぎょうぎよくいるために』    

ﾙﾄﾞｳｨｯﾋ･ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ/原案  ｼﾞｮﾝ・ﾍﾞｰﾒﾙﾏﾝｽ・ﾏﾙｼｱｰﾉ/作   

江國 香織/訳  BL 出版  E/ﾏ 

● 『ビワの実 坪田譲治名作選』  坪田 理基男・松谷 みよ子・砂田 弘/編 

篠崎 三朗/絵  小峰書店  913/ﾂ 

● 『消えたオアシス 灼熱のサハラをさまよって』  ﾋﾟｴｰﾙ=ﾏﾘｰ･ﾎﾞｰﾄﾞ/作  

井村 順一・藤本 泉/訳  すずき出版  953/ﾎ 

● 『絵本の作家たちⅡ 別冊太陽』 小野 明/聞き手  平凡社  L726.5/ｴ 

 



数字でみる図書館  
新聞やテレビで話題になった本は、だれでも読んでみたいもの。市民図書館も例外ではな

く予約者が殺到。実際に利用できるまでかなり時間がかかることもあります。昨年度、図書

館で予約が多かった本を紹介します。 

                                                  

第１位 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 上  J.ｋ.ﾛｰﾘﾝｸﾞ/作 静山社  86 回   

第２位 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 下  J.ｋ.ﾛｰﾘﾝｸﾞ/作 静山社  83 回   

第３位 世界の中心で愛をさけぶ  片山恭一/著  小学館          60 回   

第４位 ダヴィンチ・コード 上  ﾀﾞﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ/著  角川書店         58 回   

第５位 ダヴィンチ・コード 下  ﾀﾞﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ/著  角川書店         54 回   

第６位 いま、会いにゆきます  市川拓司/著  小学館            46 回   

第７位 博士の愛した数式  小川洋子/著  新潮社              40 回   

 

そのほか、空中ブランコ（奥田英朗）、負け犬の遠吠え（酒井順子）、キッパリ！（上大岡ト

メ）、魔法使いハウルと火の悪魔（ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ）、かいけつゾロリシリーズ（はらゆた

か）なども上位につけていました。なお現在の予約ベスト情報は、館内の利用者端末、インタ

ーネットでもみることができますので、あわせてご利用ください。 

 

図書館からのお知らせ 
 ＜＜＜＜あいあいあいあいプラザプラザプラザプラザでおはなしかいでおはなしかいでおはなしかいでおはなしかい＞＞＞＞    

 おはなしかいが図書館から飛び出して 

あいプラザにやってきます。み～んな集 

まって！！さあ、おはなしがはじまりま 

す。 

日 時 6月 9日（木）11:00～11:30 

 会 場 あいプラザ 

2階リハビリ室 

 対 象 乳幼児 

   

利用案内 
開館時間   10：00～18：00 

貸出冊数   図書    ２週間  ５冊 

         視聴覚資料 ２週間  ２点 

休館日     月曜日（祝日のときは翌日） 

         毎月月末日（その日が土･日･月 

のときはその翌日） 

返却ポスト  １，正面玄関向かって左 

   ２，図書館裏駐車場右 
 


