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師：森 厚 氏
時：８月 22 日（土）
13：00〜16：00
所：千歳市立図書館 ２階ＡＶ室
員：30 名程度
催：千歳市民文芸の会
金：無料
図書館までお申し込みください

今月の特集
『舞妓さんのお道具帖』
＜384.9 ア＞ 相原恭子著 山海堂

油とり紙、匂い袋…。私たちが普段か
ら使える、舞妓さんの“和”小物と京
都を巡る。

『３つの刺し方でできる
和の刺しゅう』 ＜594 オ＞
沖文著

ソフトバンクイクリエイティブ

『お香が好き。
』 ＜792 ヨ＞
吉田楊子著
ソフトバンククリエイティブ

基本的で簡単な３つの刺し方で、かわ
いいワンポイントの日本刺しゅうが
できる。

お香の種類や焚き方といった基礎知
識から、ミニ知識まで。お香の奥深
さを紹介。

『加賀のゆびぬき』

『はじめての茶の湯』 ＜791 ハ＞

＜594 オ＞
大西由紀子著 NHK 出版

大橋宗乃著

日本文芸社

加賀の地に伝わる美しい指ぬきの技 お茶の基礎知識、茶道の歴史など、
法を紹介。ゆびぬきの作り方も収録。 豊富な知識を解説。初心者のための
茶の湯用語集も収録。

『暮らしを彩る花をいける』
＜793 タ＞
竹中麗湖著 ブティック社

『図説子どもに伝えたい
日本人のしきたり』
＜385 ミ＞ 三橋健著 家の光協会

暮らしの身近なしきたりから、神社、
行事、人生の節目のしきたりまで、意
味や内容を解説。

『おうちで楽しむにほんの行事
＜386.1 ヒ＞
広田千悦子著 技術評論者

書初め、ひな祭り、冬至…。自宅で楽
しむ日本の四季を、イラストを使って
紹介。

※<

『ウケる！おとなの
箸袋おりがみ』 ＜754.9 ア＞
アエパパ著

場所ごと、季節ごとに生ける花を、
身近な雑器で気軽に楽しむ。

主婦の友社

飲み会で、合コンでの話題づくりに。
かわいい動物やおもしろ折り紙を箸
袋で。

『身近な漢字を楽しむ』

『着物のマナーお手本帖』

<811.2 コ＞ 小山光一著 文芸社

＜Y38 キ＞ 五藤禮子著 鳴海堂出版

誰もが知っている漢字の由来や意味
にまつわるストーリーを、11 のテー
マに分けて語る。

着物の基礎知識や着物姿を素敵にみ
せる和のマナーを、イラストを交え
て優しく解説。

>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、おもしろかった本、思い出の本、
ためになった本などを、館長はじめ図書館職員はもちろん、が紹介
します。
今回は図書館職員

Ｉ氏

のお気に入りです

私が、最近読んだ１冊です。まさに我が職場「図書館」が描か
れています。題名に惹かれ、手に取った１冊です。
・

・

ある日、本の返却ボックスの中から救い出されたねこ“デュ
ーイ”が幸せに市民とともに図書館で生きていく、という物語
です。アメリカのアイオワの小さな町であった実話なのです。
デューイの存在で利用者（市民）たちは、癒され、コミュニ
ケーションが増え、職員たちはお互いを思いやる気持ち、絆を
築いていく、素晴らしい図書館の風景だと感じました。
現実、館内でねこを飼うことなど考えられませんが、それに
代わるような、人々を和ませ、元気づけるような「催し」など
ができたらいいなと思いました。
そして私は、今日も「デューイがいたら・・・！？」
と思い浮かべながら、返却ボックスの本を片付け始め
るのです。

７月に入った本の一部です
サムシングブルー

追跡

飛鳥井 千砂 著／集英社
失恋したばかりの梨香のもとに結
婚式の招待状が届いた。差出人は、高
校時代の親友と自分の元彼だった…。
「婚活」時代の恋愛と結婚事情をリ
アルに描く、心が強くなる物語。

高嶋 哲夫

著／角川春樹事務所

東京都内で運行する列車内でス
リと切り裂き事件が発生。鉄道警
察隊の小笠原たちの捜査で辿りつ
いた犯人像…それは女性だった！

＜913 ア＞

＜913 タ＞

日本人の腰痛

ハーブ図鑑 200

遠藤 健司

主婦の友社

著／丸善

編／主婦の友社

バジル、ローレル、ローズマリー
をはじめ、生活に役立つハーブ
200 種類をカラー写真で紹介。

日本人の約８割が経験し、器質
的なものから心因性のものまで幅
広い原因がある腰痛。自身も腰痛
に悩む整形外科医が痛みの仕組み
から治療法まで開設する。
＜617.6 ハ＞

＜493.6 エ＞

天山の巫女ソニン
菅野 雪虫

５

クグノタカラバコ
いとう ひろし 作／偕成社
道に迷わなければみつからない、
ふしぎな博物館「クグノタカラバ
コ」。そこに展示されているお宝と、
それにまつわる冒険のお話。

著／講談社

３つの国が、それぞれの思惑を
秘めて動き出す。個性あふれる若
き３人の王子・王女、そしてソニ
ンの運命は！？
落ちこぼれの巫女ソニンの物
＜Ｋ91 テ＞ 語、最終巻。

＜Ｋ91 ク＞

書名／著者名／出版社／請求番号
おとな向け

植物図鑑／有川 浩 著／角川書店／913 ア
最も遠い銀河 上・下／白川 道 著 ／幻冬舎／913 シ
学問／山田 詠美 著／新潮社／913 ヤ

こども向け

未病を治す薬膳酒／渡邉 修 著・薬日本堂 監修／法研／596 ワ
ふしぎの森のヤーヤーなみだのひみつ／内田

新幹線と車両基地／モリナガ ヨウ

だいすきなかあさん／いもと

麟太郎

作・高畠

純

絵／金の星社／K91 フ

作／あかね書房／K54 シ

ようこ 絵・文／至光社／E ダ

じしゃくのふしぎ／フランクリン M.ブランリー さく・トゥルーケリー え／福音館書店／E ジ

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『南極料理人の悪ガキ読本』・西村 淳

著

今月公開の映画『南極料理人』主人公 西村 淳さんの、本人いわく“悪ガ
キ時代”のお話。文章がとても痛快・ユーモラスで、思わずふきだしてしま
うことも…。お手軽でおいしいレシピもついていますので、興味のある方は
ぜひお試しを！
千歳市立図書館で２冊所蔵しています。ぜひご利用ください。

８月の図書館行事
おはなし会
１階おはなしコーナー

上映会 2 階ＡＶ室
● ８月２日(日)
14：00〜14：45
「なかよしおばけ」

１日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

８日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

９日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

15 日(土) 14：00〜

おはなしぐるんぱ

19 日(水) 11：00〜

おはなしの会 ピノキオ

22 日(土) 11：00〜

くりねずみ（図書館職員）

23 日(日) 11：30〜

日曜おはなし会 しゃぼんだま

[2005 作品]

● ８月 16 日(日)
14：00〜15：45

「嵐が丘」
[1939 年作品・アメリカ]
監督：ウィリアム・ワイラー
出演：ローレンス・オリヴィエ

ほか

7 月 5 日（日）に文化センターで行われた、作家 上橋 菜穂子さん
の講演会。当日は市内のみならず、札幌や室蘭、遠くはなんと横浜市
からもご来場いただきました！
先生は前日札幌で講演を終えられたばかりでしたが、パワフルにテ
ンポよく語ってくださり、新作やアニメの裏話、そして先生ご自身の
お話に、会場は笑いあり、驚きあり、時には共感もありで本当にあっ
という間の 2 時間でした。
講演終了後のサイン会は 60 名限定でしたが、１人１人と丁寧に
お話したり、記念撮影も応じてくださいました。
また、ご来場の方にはアンケートと上橋先生へのメッセージをご
記入いただきました。たくさんの方にご協力いただき、ありがとう
ございました！
メッセージは後日、先生にお送りしました！
アンケートでは多くの方に「楽しかった」とのお言葉をいただき、大変嬉しい限りです。
また、
「サイン会のことが分かりにくかった」、
「後ろから見え辛かった」というご指摘もいただき、
反省を踏まえ今後に活かしたいと思います。

【休 館 日】
【開 館 時 間】
午前 10：00〜
午後 7：00

毎月第３月曜日
（８月は 17 日です）
蔵書点検のため、
８月 28 日から９月５日までお休みです

