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あそびに
きてね。

いつも図書館でおはなし会をしているボランティアが集まって、
絵本の読み聞かせなどを行います。
日時 ９月 20 日（日）10：30～13：50
場所 図書館前芝生広場
＊雨天時 図書館２階ＡＶ室＊
①10：30～11：20
おはなしぐるんぱ

②11：20～12：10
おはなしの会ピノキオ

大型絵本
「わゴムは
どのぐらい
のびるかしら？」
他

大型絵本
「おべんとうバス」
他

③12：10～13：00
日曜おはなし会しゃぼんだま

④13：00～13：50
おはなし会くりねずみ

大型絵本
「ふしぎなキャン
ディーやさん」他

大型絵本
「ここがせかいいち！」
他

保存期間の過ぎた雑誌や本を有効利用するため
市民の皆様に無料で提供します。
日時 ９月 20 日（日）10：00 から開始
場所 図書館車庫前
＊９：50 から図書館車庫前にて整理券を配布します。＊
（持ち帰り用バッグは各自ご用意ください）

今月の特集
『星新一 空想工房へようこそ』
<910 ホ>

『贅沢貧乏のマリア』<910 モ>

最相 葉月 監修 新潮社

時を経て、なお色あせない作品。Ｍｒ.
ショートショートの舞台裏に迫る。

群 ようこ 著

角川書店

『てんごくのおとうちゃん』
<E テ>

長谷川 義史 著

講談社

父鴎外に愛された茉莉。贅沢な尐女時 義史尐年とおとうちゃんとの尐ない
代,晩年は安アパートの一室で小説家。 けど,大切な思い出。心にしみる絵本。

『どんどん変に･･･』<726.5 ゴ>
カレン・ウィルキン 編

河出書房新社

絵本作家ゴーリーの丌可思議な世界。
人々を驚かせてやまない魅力とは？

『ディック・ブルーナさんの
絵本のつくりかた』<726.5 デ>

『まいにち薔薇いろ
田辺聖子ＡtoＺ』
<910 タ>

美術出版社
ミッフ ィー はど うや って 生まれ た
の？50 年以上も、絵本を作り続ける
原動力とは、なにか。

集英社

生きる楽しさと人間の面白さを豊か
で美しい文学で表現。薔薇いろの田辺
ワールドを一望する。

『澁澤龍彦との日々』<910 シ>

『ミス・ポター』
（ＤＶＤ）

白水社

<V12 3673>

平凡社 食卓や旅行、交友関係など、妻だけが
「かくて私には歌がのこった」（処女 知る執筆以外の澁澤の素顔。過ごした
詩集序より）29 歳の生涯、魂の詩人。 日々を静かに振り返る。

ピーターラビットの作者ポターの恋
と波乱に満ちた半生。イギリスの自
然美あふれる映像も素晴しい。
※館内のみのご利用になります。

澁澤 龍子 著

『中原中也』<910 ナ>

※<

>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を紹介します。
Ｑ） 礼文、もしくは利尻にし

Ｑ） 戦時中の陸・海軍の階級章

かないらしい、「アツモリ

が、写真かイラストで載っ

ソウ」を見たい。

ているものはないか？

Ｑ）
「葦牙」と「時雨」の読み方
を知りたい。
Ａ）葦牙…あしかび
葦の若芽、若い葦

Ａ） 以下の２冊に掲載されて
いました。

Ａ） 以下の２冊に掲載されてい

<出典>

白黒のイラスト

写真（陸軍のみ）

『北海道植物図譜』 1399 頁
タ>

北海道新聞社

『利尻・礼文サロベツ植物・花図鑑』

『第二次世界大戦軍装ガイド』

フ> 偕成社

二>小学館

秋の末から冬にかけ
て、空が一面に曇りひ
としきり降ったかと
思うと、またやんだり
する雨。

『図説帝国陸軍』

写真
218 頁

<Ｒ813.1

Ａ）時雨…しぐれ

巻頭カラー写真ページ
<396 ズ> 翔泳社
イラスト（陸・海軍）

<L472

307 頁

ました。

<出典>

＜L472

<出典>『日本国語大辞典１巻』

海軍 235 頁
陸軍 229 頁
<390 ア> 新紀元社

<出典>『新明解国語辞典』
614 頁

<Ｒ813.1

シ>三省堂

８月に入った本の一部です

＜726.1

＜913

人生、90 歳からおもしろい！

日本最初の盲導犬

やなせ たかし 著／ヘレーベル館
俺は老人の星なんだ。老いたるアイ
ドル「オイドル」だ！毎日が新鮮な
92 歳、やなせたかしが日常を語る。

葉上 太郎 著／文芸春秋

ドイツから来た４頭の犬をはじ
め、歴史の中に埋もれていた盲導
犬たちの数奇な運命を辿る。

＜369.2

ヤ＞

ハ＞

ころころろ

武士道エイティーン

畠中 恵 著／新潮社

誉田

若だんなの目から光が奪われた
って？早くみんなで取り戻さない
と！頼れるようでどこかズレてる
妖怪たちが、力を合わせて江戸の
町を大捜索！

福岡と神奈川で武士道を極めた
早苗と香織が、最後のインターハイ
で戦う。その後に立ち塞がる進路問
題。彼女たちの 18 歳の決断とは
―。
＜913

ハ＞

ホ＞

いとしの犬ハチ
いもと ようこ 作・絵／講談社
今日こそ帰ってくると信じて、雨
の日も雪の日も、駅で主人を待ちつ
づけた秋田犬ハチ。世代をこえて伝
えたい感動の実話を、いもとようこ
があたたかい絵で描く。

ぼくはおじさん
山下 奈美 作・篠崎 三朗
／小峰書店

絵

16 歳年上の兄に赤ちゃんが生
まれるため、小６で「おじさん」
になる大志は、それがイヤでイヤ
でしかたがなくて…
＜Ｋ91

哲也 著／文芸春秋

ボ＞

＜Ｅ

イ＞
＞

書名／著者名／出版社／請求番号

お
と
な
向
け

野菜の力をいかす和食薬膳レシピ／武

こ
ど
も
向
け

スコアブック１／伊集院 静

鈴子・山田

奈美

著／家の光協会／498.5 タ

たりないお金／竹川 美奈子

著／ダイヤモンド社／591 タ

ドラゴン・ティアーズ／石田

衣良 著／文芸春秋／913 イ

キルリアン／藤沢 周

著／新潮社／913 フ
著・ちば てつや 画／講談社／Y91 ス

ダーウィン／アリス・B.マクギンティ

大きな大きな船／長谷川

集平

なんのいろ あき／ビーゲン・セン

文・メアリー・アゼアリアン 絵／BL 出版／K28 ダ

作／ポプラ社／E オ
作・永井 郁子

絵／絵本塾出版／E ナ

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『箱館戦争全史』
・好川

之範 著

函館を舞台に繰りひろげられた戊辰戦争最後の激戦、箱館戦争。五稜郭落
城までの約半年にわたる全戦争経過を、資料写真などを交え詳細に跡付けた
１冊です。
千歳市立図書館で 1 冊所蔵しています。ぜひご利用ください。

９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
● ９月 13 日(日)
14：00～14：35

６日(日) 11：00～

E 絵本くらぶ（えいごおはなし会）

「こねこのぴっち」
[2009 作品]

12 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

13 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

16 日(水) 11：00～

おはなしの会 ピノキオ

19 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

26 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

27 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

原作：ハンス・フィッシャー
ナレーション：小林

聡美

● ９月 27 日(日)
14：00～15：50

「ブタがいた教室」
[2008 年作品・日本]
監督：前田

哲

出演：妻夫木
大杉

聡
蓮

ほか

去る７月 27～30 日および８月 1 日の５日間で、毎年恒例となっております手
作り絵本教室が開催されました。
そこで今年も下記の期間で作品を展示いたします。

期間：９月 22 日（火）～10 月 10 日（土）
場所：千歳市立図書館 10 階カウンター前
今年も個性あふれる作品がいっぱいです！皆さんの成果をぜひごらんください。

【休 館 日】
【開 館 時 間】
午前 10：00～午後 7：00

毎月第３月曜日
（９月は 21 日です）
蔵書点検のため、
９月１日から５日まで
お休みです

