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＊定員 ８０ 名＊ ～図書館までお申し込みください～

1960 年小樽市生まれ。
北海道武蔵女子短期大学卒業。
2003 年「コマドリさんのこと」で
北海道新聞文学賞、
'04 年「肝、焼ける」で小説現代新
人賞を受賞。
'09 年『田村はまだか』で吉川英治
文学新人賞を受賞。
その他の著書に『タイム屋文庫』、
『ロ
コモーション』
、
『玩具の言い分』、
『と
もしびマーケット」
』など。

1961 年旭川市生まれ。
24 歳の時に広告制作会社へ就職。
38 歳の時に 14 年勤務した広告制作
会社を退社。
2003 年『空を見上げる古い歌を口
ずさむ pulp-town fiction』でメフィ
スト賞を受賞しデビュー。著書は「東
京バンドワゴン」シリーズ、
『東京公
園』、『21』）、
『うたうひと』、『空へ
向かう花』、
『ブロードアレイ・ミュ
ージアム』など。

今月の特集 おいでやす京都へ
『しぶちん京都』＜291.6

グ＞

グレゴリ 青山 著
メディアファクトリー

『舞妓のお作法』＜384.9
上七軒 市まめ 著

京都出身の著者が京の裏世界を赤
裸々に描く！！

イ＞

～おもろく、いけずな世界～
『ｍａｄｅ

大和書房

ｉｎ
ＫＹＯＴＯ』

祇園界隈をはんなりと歩く舞妓さん。 ＜589.0 カ＞
彼女たちはどのようなたしなみを身 角田 多佳子 編著 ハリー中西 写真
に着けているのでしょうか。
京都で製作されている雑貨を紹介。
思わず欲しくなるものばかり！

『京都ご利益めぐり』
＜175.9 キ＞
京都くまなく歩き隊 著

ナツメ社

『京・末富菓子ごよみ』
＜596 ヤ＞

山口

富蔵 著

淡交社

縁結び、金運上昇、厄除け…
欲張りな方のために京都のお守り大
集合！！

京菓子司・末富の店主が暦ごとの和
菓子を 色鮮 やか な写 真と ともに 紹
介。

＜210.4 イ＞
石田 晴男 著 吉川弘文館

『京都百年パノラマ館』

『祇園祭』＜Ｅ

＜216 キ＞

京都で「先の大戦」と言えば応仁の
乱！？
京が焼け野原になった理由を新たな
切り口で分析。

田島

京都の 100 年を貴重な古写真で振り
返る。

『京の町家に暮らす』
＜521.8 キ＞ 別冊太陽 平凡社

「うなぎの寝床」と言われる京の町
家。

『京ことば事典』<818.6 マ>
真下

五一

著 アートダイジェスト

京の方言を使こうて会話をしてみま
ひょ！

『応仁・文明の乱』

※<

吉田

光邦 監修 淡交社

征彦

著

ギ＞
童心社

京都三大祭りの一つ「祇園祭」
。
祭り１ヶ月の間を力強い画で描かれ
ています。

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています

『京都の近代化遺産』<602.1 キ>
川上

貢 監修 淡交社

明治維新後、他の都市以上に大きな変化
が起きた京都。建物からその変化をたど
る１冊。

今回は図書館職員

Ａ氏

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が紹
介します。

のお気に入りです

みなさんは、よその人から自宅のトイレがどんな風に見られて
いると思いますか？またどんな風に見られたいですか？この本
は、舞台美術家で著述家の妹尾河童氏が著名人宅のトイレを訪
れ、その様子を手書きの絵と文字で描写した精細なドキュメント
です。フリーハンドで描かれた個室の俯瞰図。一点透視の河童フ
ォント。所々に現れる著者の広い知識。しつこいくらいの細部へ
のこだわり。ページの隅々まで楽しめる一冊です。
河童氏の、他の『河童が覗いた』シリーズは千歳市立図書館に
５冊あります。どの作品もじっと見入ってしまい、よその職場や
インドやヨーロッパ、日本の職人を訪ねたくなる１冊です。さて、
トイレ掃除の前にみなさんはどれをベストワンに選びますか？

＞

９月に入った本の一部です
これさえあれば！ごはんの友

旅してみたい日本の鉄道遺産

主婦の友社 編／主婦の友社
切ってあえるだけ、さっといためる
だけなど、めんどうなしのアイディア
レシピとお取り寄せできる逸品を紹
介。

三宅 俊彦 著／山川出版社
北は北海道から南は鹿児島まで、著
者が実際に訪ね歩いた場所から厳選
した、一度は訪れておきたい鉄道遺産
を紹介。
＜686.2 ミ＞

＜596 コ＞

＜913 ア＞

ちりかんすずらん

引き出しの中のラブレター

安達 千夏

新堂 冬樹 著／河出書房新社
ラジオパーソナリティの真木のも
とへ届いた一通の手紙。それは絶縁
し、仲直りをする前に他界した父が彼
女に宛てて書いた手紙だった･･･。
2009 年 10 月公開映画のノベライズ

著／祥伝社

父が出奔して７年。悠々自適の
祖母、フットマッサージ店のやり
手営業者の母、そして児童館の指
導員として毎日を送る私。本物以
上に家族らしい、女 3 人の日常を
描いた短編集。

＜913 シ＞

ねこのおすしやさん
鈴木 まもる作・絵／偕成社
おすしが大好きなねこたちと、潜
水艦にも変身するさかなぐるまに
乗ったおすしやさん。みんなはいっ
しょに、海へ釣りに出かけて･･･。
おすしが食べたくなる愉快な絵本。

シャーロック・ホームズには
負けない

＜Ｋ93 シ＞

ピート・ジョンソン 作・
岡本 浜江 訳／文研出版
小さな田舎町に住んでいる推理小
説好きの尐女・ターシャの前に、なに
やら見なれない尐年があらわれ
て･･･。

＜Ｅ ネ＞
＞

書名／著者名／出版社／請求番号

お
と
な
向
け
こ
ど
も
向
け

雇用危機／週刊ダイヤモンド

編／ダイヤモンド社／366.2 コ

最新ケータイを支える技術／西田

宗千佳

著／技術評論社／547.6 ニ

正弦曲線／堀江 敏幸

著／中央公論新社／914 ホ

ヘヴン／川上 未映子

著／講談社／913 カ

バターサンドの夜／河合 二湖 著／講談社／Y91 バ

ニュースの大研究／碓井

くまの楽器店／安房

広義 監修／ＰＨＰ研究所／Ｋ07 ニ

直子

作・こみね ゆら

10 ぴきのかえるのおつきみ／仲川

道子 え・間所

絵／小学館／Ｅ ク
ひさこ さく／ＰＨＰ研究所／Ｅ ジ

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『北海道シネマの風景』
・「北の映像ミュージアム」推薦協議会

編

北海道で撮影された名作映画７６本のロケ地を紹介した１冊です。千歳市
は『キャンプで会いましょう』のロケ地として美笛キャンプ場が紹介されて
います。
千歳市立図書館では 1 冊所蔵しています。ぜひご利用ください。

10 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
● 10 月４日(日)
14：00～14：30

3 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

10 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

11 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

17 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

18 日(日) 11：00～

E 絵本くらぶ（えいごおはなし会）

21 日(水) 11：00～

おはなしの会 ピノキオ

24 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

25 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

「さるかに合戦

かちかち山

こぶとりじいさん」
[2001 作品]

● 10 月 18 日(日)
14：00～15：35

「美女と野獣」
[1946 年作品・フランス]
監督・脚本：ジャン・コクトー
出演：ジャン・マレー
ジョゼット・デイ

ほか

今年の蔵書点検も無事終了いたしました。皆様のご理解とご協力に感謝いたします。
蔵書点検は図書館の本がきちんと正しい状態にあるかどうかチェックするために、
年に一度行われる作業です。
今年は新たに丌明になった本が、昨年よりも 200 冊ほど尐ない結果となりました。
ただ、それでも残念なことに約 600 冊が棚から貸出されずになくなっています。
閉館時はブックポストもご利用いただけます。返しそびれている本がありましたら、
お早めの返却にご協力お願いいたします。

【開 館 時 間】
午前 10：00～午後 7：00

【休 館 日】
毎月第３月曜日
（10 月は 19 日です）

