４月の「本」の記念日

札幌市西岡図書館

4/2
アンデルセン誕生日
4/23〜5/12 こどもの読書週間
4/23 子ども読書の日
サン・ジョルディの日
世界本の日
シェークスピア 誕生日・命日
4/30 図書館記念日
など

豊平区西岡３条６丁目 6-1
011-852-8111

新学期 ♪ぴっかぴっかの、一年生♪の月です
真新しいランドセルの小学生、リクルートスーツの新入社員…。
まちには、大小の輝く フレッシュさん があふれかえります。
保育園、幼稚園、学校と新しい
世界に踏み出すことは、親子と
もに大きな希望とちょっぴりの
不安に どきどきハラハラ…。

初めての就職で新入社員となっ
た人は、誰もが学生時代と違い、
責任の重さや人間関係などが、
心に重くのしかかります。

そんなときは図書館の本で、安心の気持ちを ふわ〜 ってふくらませてはいかがでしょう？

「がっこう百科」
【376/オ】
「小学校ママ必勝講座」
【376/シ】
「入園、入学に役立つ子どものためのバッグ作り」
【594/シ】
「女の子と男の子のかわいい制服」
【593/カ】
「小学１年生ノート」
【375/シ】

「自分プレゼン」【361/ジ】
「負けないサラリーマン」
【361/ホ】
「頼み方・断り方 55 の法則」
【361/フ】
「自分らしいキャリアのつくり方」
【366/タ】
「楽しい仕事 明日からやる気がわき出る」【366/タ】
「集中力 人生を決める最強の力」【159/デ】

平成２９年度 こどもの読書週間 特別行事
今年も楽しい特別行事を準備しています。
くわしいことはチラシをご覧ください。
キツネの「かんた」とじゃんけんポン
4/29（祝）午後 2 時 30 分〜3 時
楽しいお話の会スペシャル
4/29（祝）午後 3 時〜3 時 40 分

資料展示「読み継がれる名作」
4/27（木）〜5 月 9 日
こども映画会
4/19（水）午後 3 時 30 分〜4 時 30 分

4 月の図書館ごよみ
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こども映画会

※30 日はおやすみです。

23

おはなしのへや（２かい）にて
幼児・児童と保護者の方
♪気軽にご参加ください♪
携帯電話・スマートフォンで
本の検索や予約、開館日の確認
ができます。

6
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★
お話の会

★
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休館日

★

28

かんたとじゃ
んけんぽん

30

楽しいお話
の会ｽﾍﾟｼｬﾙ

【開館時間】★火〜木
午前9時15分〜午後7時
金〜月・祝 午前9時15分〜午後5時

パ ソ コ ン
スマートフォン
携 帯 電 話

http://www.city.sapporo.jp/toshokan/
http://www.library/sapporo/ｊｐ/ｍ

スマートフォン

携帯電話

テーマ「サン・ジョルディの日」って？

一冊の本の感動をさらに高める本があります。
併せて読むことで、感動がふくらみを増したり、
知識がより深くなったりするものが・・・。
そんな読書を拡散したい「一冊プラス１」を紹介します。

4/23 の「サン・ジョルディの日」を知ってい
ますか？…本を大切な人にプレゼントする日
サン・ジョルディは、スペインカタルーニャ地
方の守護聖人で 4/23 に殉教したとされていま
す。龍にとらえられたある国の王女を救うため、
龍を剣で一刺しして退治、そのとき龍の血が流れ
て地面に赤いバラが咲いたと言われています。
この伝説がもとで、同地方では親しい人に本や
花を贈り合う習慣ができたそうです。
（参考：日本・カタル−ニャ友好親善協会ＨＰ）

日本でも、この日に大切な人に 本 を贈ろう、
というイベントが書店を中心に行われています。
読んで感動した本を、大切なあの人に贈って感
動を共有することは大変すばらしいことだと思い
ます。ぜひぜひ、図書館で多くの本の中から、お
すすめ太鼓判！の本を見つけ、意中のあの人に熱
い想いとともに届けてみてはいかがでしょう？
西岡図書館の８万８千冊の図書資料たちが、感
動をページに秘めながら、あなたとの出会いを心
待ちにしています。
今回紹介するのは、
（私事で恐縮ですが）図書館
小僧の筆者が小学 1 年のクリスマスに両親から贈
られた本です。
読書にはまるきっかけとなり、その後の 50 数
年間の読書習慣に育つ 種 となりました。

『とびっきりのおむかえ』
ニコラ・チンクエッティ/作【Ｊ/ト】

【一冊】
「トム･ソーヤーの冒険」ﾏｰｸ=ﾄｳｪｰﾝ J90/ニ/11
少年少女世界文学館
学校では目立たないけど、人一倍いたずら好き
な少年の物語。友達をだましていいつけられた仕
事を友達にやらせたり、仲間と家出をして無人島
で海賊ごっこを楽しんだり。また、人殺しを目撃
したり、ピクニックで入った洞窟で道に迷って恐
ろしいめにあうなど、まさに波乱万丈の一冊。
100 年以上も読み継がれている名作。

【プラス１】
「宝島」ﾛﾊﾞｰﾄ=ﾙｲｽ=ｽﾁﾌﾞﾝｿﾝ

J90/ニ/6
少年少女世界文学館
海賊＝宝物を文章で織り上げた冒険物語。ひょ
んなことで宝島の地図を手に入れた少年。
大人たちと宝さがしに出発したが、船員に海賊
と手下がいて、はんらんにあう。何度もあぶない
目にあうが、勇気と行動で切り抜け、最後には海
賊フリントの宝物を手に入れる成功物語。
こちらも 100 年以上読み継がれている名作。

『シマエナガちゃん』

小原 玲 /著【488/オ】

宮野 聡子/作・絵【Ｊ/ア】

『すぐに役立つ入門図解
最新青年後見のしくみと申請手続き』
安部 高樹/監修【324/ス】

『未来のために学ぶ４大公害病』
除本 理史/監修【Ｊ49/ミ】

『誰も知らない世界のことわざ』
エラ・フランシス・サンダース/著【388/サ】

『お昼の放送の時間です』

『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』
澤宮 優/文【384/サ】

『あとでって、いつ？』

乗松 葉子/作【Ｊ91/ノ】
『ゆっくりおでかけ』

五味 太郎/さく【Ｊ/ユ】

『みずたまのたび』

『無葬社会

彷徨う遺体 変わる仏教』

鵜飼 秀徳/著【367/ウ】
『だから数字にダマされる

アンヌ・クロザ/さく【Ｊ/ミ】
『ほげちゃんとこいぬのペロ』
やぎ たみこ/作【Ｊ/ホ】
『ドキドキおばけの百人一首』
むらい かよ/著【J913/ム】

「若者の○○離れ」
「昔はよかった」の 9 割はウソ』

小林 直樹/著【350/コ】
『会社の老化は止められない。
宿命にどう立ち向かうか』

細谷 功/著【335/ホ】
さっぽろ市
02-S03-17-150
29-2-110

平成２９年度 こどもの読書週間 特別行事

午後２時３０分〜
３時００分
★ じゃんけんに勝って
特製しおり をもらっちゃおう！
場所 １階 ロビー
対象 幼児〜小学生
定員 50 人

『

』

テーマは

午後３時〜３時４０分
絵本「けんかのきもち」
スライド上映
♪うた♪ エプロンシアター ほか

場所 ２階 お話の部屋
対象 幼児〜小学生
定員 40 人

※予定数に達した時点で終了します。
あらかじめご了承願います。
※いずれも申込不要。直接会場へお越しください

親から子へ、子から孫へと
大切に読み継がれてきた「名作」。
物語やおとぎばなし、絵本などだれも
が心の隅にしまっている「名作」を展
示、貸し出しを行います。
日時 ４月２７日（木）〜５月９日（火）
開館時間
場所 １階 展示コーナー

アニメ『トム・ソーヤの冒険』
『ﾐｯｷｰﾏｳｽの
おたんじょう日パーティー』
『アリとキリギリス』
日時 4 月 19 日（水）
午後３時 30 分〜４時 30 分
場所 １階 西岡児童会館体育室
対象 幼児〜小学生
定員 40 人
共催 西岡図書館・西岡児童会館
〜本はいつでも ともだち〜

さっぽろ市
02-S03-16-2185
28-2-1252

