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（先着順）
※サイン会受付は当日 12：00 より先着順です。
（会場にて本をご購入頂いた方、お 1 人につき 1 冊まで）

川村学園女子大学教授。専攻は文化人類学でオーストラリアの先住民アボリジニを研究。
第 25 回巌谷小波文芸賞をはじめ数々の賞を受賞。著書は『精霊の守り人』（偕成社）をは
じめとする“守り人シリーズ”
、『狐笛のかなた』(理論社)、『獣の奏者』（講談社）など。

水に関わる

今月の特集
『水の名前』
内山

『バシリスク』<487.9 シ>

<452.9 ウ>

りゅう／写真・文 平凡社

嶋田

忠／写真

日経ＢＰ社

『水のことのは』

<452.9 ミ>
ネイチャー・プロ編集室／構成・文 幻冬舎

共に水に関わるさまざまな言葉を集めた本。

『水の道具誌』<S383 ヤ>
山口 昌伴／著 岩波書店
30 にも及ぶ、水の道具の成り立ちや使
い方などを紹介した一冊。

『水族館の仕事』<480.7 ス>
西

源二郎／編著

東海大学出版会

『はじめての水引アート』
梶 政華／著 日貿出版社
ご祝儀袋を飾る水引を使ってアッおど
ろく作品を作ってみませんか？

<594 カ>

『水の時計』<913 ハ>
初野 晴／著 角川書店
脳死状態の少女・葉月。彼女は自分自
水上を走る不思議な生物バシリスク。 身の臓器を必要な人に分け与えたいと
その姿を収めた写真と映像は必見！
願い、ある男に話を持ちかける…。
『ウミウシガイドブック３』<484.6 ウ>
『水のたび』 <E フ> 岩波書店
阪急コミュニケーションズ
ジョアンナ・コール／文 ブルース・ディーギン／絵
目を引く美しい色と不思議な形をし
たウミウシたちの姿をおさめたガイ
ドブック。

『プロが教える船のすべてがわかる本』
普段は見ることの出来ない水の中の生
活を楽しめる水族館。その仕事とは？

『ヴェネツィアと水』<519.8 ベ>
ピエロ・ベヴィラックワ／著 岩波書店
水の都・ヴェネツィア。現在、海面上昇によ
り水没の危機にあるこの都市の人々が、いか
にして水と生きてきたのかを探る。

<550 プ>池田 良穂／監修 ナツメ社
船ができる過程から動くしくみ、船に関わ
る仕事までを多くのカラー写真と図で解
説した一冊。

フリズル先生と生徒たちの不思議なふ
しぎな科学のたびに出よう！

『水の大研究』<Ｋ45 ミ>
『水石』<793.9 ス> ＮＨＫ「美の壺」 橋本 淳司／著 ＰＨＰ研究所
製作班／編 日本放送出版協会
自然界に突如として現れる美しい水
石。その美のツボを探ってみません
か？

人と地球にかかせない水。その性質や、
暮らしとの関わり方をまとめた大人も
学べる児童書。

普段読んでいる本で、感動した本、おもしろかった本、思い出の本、
ためになった本などを、図書館職員から紹介します。

今回は図書館職員

Ｎ氏

のお気に入りです

私が、いわゆる「歴史小説」に強く興味を抱く契機となった
1 冊は、井上靖著の「敦煌」です。
敦煌の石窟から発見された何万巻もの仏典等が、何故ここに
塗り込められたのか、古くから交通・交易の要衝でありシルク
ロードの始まりの街である敦煌は、どのように西夏に滅ぼされ
ていくのか、敦煌に至るまでの主人公を初め登場人物の人生を
通して西暦 1040 年頃の西域の様子が生き生きと描かれ、時
間を忘れて読んだことを思い出します。
小さな字が隙間無く書かれた文庫本（写真は徳間書店刊）を
手にしたのは今から 40 年位前、発表されてから 10 年程後の
ことです。誰が買ったものか分かりませんが、帰省した私の机
に置いてあったもので、
「天平の甍」
「楼蘭」など次々と井上作
品を読むきっかけとなった本です。
本棚では何冊もの本が入れ替わりましたが、この文庫本だけ
は、小さな字は薄れ紙が変色した今でも何事も無かった
ように棚に収まっています。

５月に入った本の一部です
大きな約束

きりこについて

椎名 誠 著／集英社
アメリカに住む息子・岳に子どもが
誕生した。「じいじい」になったシー
ナが孫・風太と交わした約束とは…。
親子三代、シーナ家の物語。

西 加奈子

＜913 シ＞

著／角川書店

ある事件がきっかけで引きこも
るようになってしまう。賢くて、
人の言葉がわかる黒猫「ラムセス
２世」に励まされ、外に出る決心
をするが…
＜913 ニ＞

単純な脳、複雑な「私」

毎日使えるおむすび便利帖

池谷 裕二

荻野 恭子

著／朝日出版社

著／家の光協会

人気の定番おむすびから、変わ
りむすび、のっけむすび、汁かけ
むすびまで、新しいおむすびのレ
シピと食べ方を提案。

母校で後輩の高校生たちに語る
脳科学の「最前線」。巧妙な脳のシ
ステムとは？心はなぜ生まれるの
か？ 知的興奮が沸きあがる４つの

講義を収録。
＜Y49

＜596 オ＞

タ＞

＜K93 フ＞

フレンズ・ツリー

いっぱいのおめでとう

アン・ブラッシェアーズ 作・
大嶌双恵 訳／理論社

あまんきみこ 作・狩野 富貴子 絵
／あかね書房
みこちゃんがつくったこばこを持
って帰る途中、まっしろねこや、まっ
しろいぬが「まった！」と、みこちゃ
んを通せんぼ。そのこばこをくれない
とここを通さないと言われて…心温
まる絵本。

小学校低学年のころから親友だ
った３人。中学校に入る頃から、
なぜか少しずつ距離がはなれてし
まい…。「トラベリング・パンツ」
の姉妹編。

＜E イ＞

書名／著者名／出版社／請求番号
おとな向け

左利きの子／ローレン・ミルソム 著・笹山 裕子 訳／東京書籍／379.9 ミ
海松／稲葉 真弓 著／新潮社／913 イ
マリリン・モンローという女／藤本

ひとみ

著／角川書店／913 フ

こども向け

レッドゾーン 上・下／真山 仁 著／講談社／913 マ
アーサー王ここに眠る／フィリップ・リーヴ 著・井辻 朱美 訳／東京創元社／Y93 ア

地震の大研究／大木

聖子

著・纐纈

一起

むしばいっかのおひっこし／にしもと やすこ
さよならはいわない／おぼ

監修／PHP 研究所／K45 ジ
作・絵／講談社／E ム

まこと作・絵／PHP 研究所／E サ

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『夢の動物園』・坂東 元

著

工夫を凝らした動物展示で、全国的に話題を集めている旭山動物園。副園
長で獣医の著者が、自分の体験を通し、悩み、夢見た理想の動物園を書き綴
った１冊。
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。

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

● ６月７日(日)
14：00〜1４：3０

6 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

「ももたろう きんたろう
うしわかまる」

13 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

14 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

17 日(水) 11：00〜

おはなしの会 ピノキオ

20 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

21 日(日) 11：00〜

E 絵本くらぶ(えいごおはなし会)

27 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

28 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

[200１年作品]

● ６月 21 日(日)
14：00〜15：40

「殯の森」
[2007 年作品・日本]
監督・脚本：河瀬

直美

出演：うだ しげき
尾野

真千子 等

みやにし たつや

４月 25 日（土曜日）
午後２時から午後 3 時半まで
２階 AV 室
「にゃーごのやさしさ・ティラノのおもいやり」

「おまえうまそうだな」

「はらぺこおおかみと
ぶたのまち」

読み聞かせを交えながら目には見えない「やさしさ」や「おもいやり」に
ついて講演。約 120 名の参加者は、笑いの渦に包まれました。

【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 15 日です）

