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【西村 淳】1952 年留萌市生まれ。海上保安庁在任中に第 30 次
南極観測隊、第 38 次南極観測ドーム基地越冬隊に参加。著書に
その経験を綴った爆笑エッセイ『面白南極料理人』シリーズ、
料理本『いい加減は良い加減』など。

今月の特集

あなたのお気に入りの場所はありますか？

『建築バカボンド』 <Y52 ケ＞
岡村

泰之 著

理論社

『椅子職人』<K58 イ＞

『すごい本屋！』<024 イ＞

川嶋 康男 著 大日本図書
井原 万見子 著 朝日新聞出版
見てよし、使ってよし、置いてよし、 「田舎の子どもたちにもたくさんの本
美しく部屋を引き立て、生活空間にう との出会いを」という思いで動き続け
るおいをもたらすデザインとは？
る、山奥の小さな本屋さん。

『ニッポン聖地案内』<291 マ＞

『銭湯遺産』＜521.6 マ＞

そこに住む人が、ハッピーに気持ちよ
く、毎日を暮らせる家を設計する！気持
ちのいい空間、考えてますか？

絵里 著 情報センター出版局
信仰と伝統が息づく土地で、心を癒
し、パワーをもらう。都内から秘境ま
で、全国 22 ヶ所の聖地を気軽に訪ね
るトラベル・ブック。

町田 忍 写真・文 戎光祥出版
浴室や建物の記録写真ではなく入浴
風景をも再現・収録した、これまでに
ない庶民文化の記録。

『家日和』<913 オ＞

映画『かもめ食堂』<v 11-3358>
『大人が憧れる全国美術館ガイド』 『かもめ食堂』<913 ム＞

松岡

奥田 英朗 著 集英社
ずっと外にいた夫の王国か。ずっと家
にいた妻の城か。夫と妻、ちょっとずれ
てても愛情アリ。

<706.9

オ＞

主婦の友社

群 ようこ 著 幻冬舎
ヘルシンキの街角にある「カモメ食
堂」
。日本人女性のサチエが店主をつと
めるその食堂の看板メニューは、彼女
が心をこめて握る「おにぎり」
。

『ベッドの文化史』 <383.9 ラ＞
ローレンス・ライト 著 八坂書房
“人生の三分の一を過ごす場所”をめ
ぐる興味深いエピソードを満載。

『ジェインのもうふ』<K93 ジ＞
アーサー・ミラー 著 偕成社
お気に入りのピンクの毛布はどこ？
※<

一度は行きたい、心満たされる空
間。芸術作品を鑑賞するだけでなく、
建築や庭園、カフェやレストランまで
楽しむ美術館ガイド。

>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サービスを紹介
します。
Ｑ）なぜ１ドルの値段がわかるの

Ｑ）菅原道真の幼名が知りたい。

か知りたい。
Ａ）阿呼
Ａ）以下の資料に詳細が記載され
ている

<出典>
『日本歴史大辞典

<出典>

６』 ３４頁

＜R２１０ ニ＞ 河出書房新社

『ニュースを読みとくキーワード』
１３０～１３３頁
＜Ｋ30> 講談社

『教えて教えて質問バンバン』
１２～１５頁
＜Ｋ３０＞ 日本放送出版協会

『日本人名大事典

３』446 頁

Ｑ）りんごの銘柄で「国光」
「紅
玉」「あさひ」の区別を知
りたい。
Ａ）以下の資料のりんごの項
（１２～１３頁）に詳細が
記載されている。
ＰＬＡＴＥ１１には、全体
的な図と断面図が記載さ
れている。

＜R２８１ ニ＞ 平凡社

<出典>
『原色果実図鑑』
＜Ｒ４０３ ク＞ 保育社

＞

10 月に入った本の一部です

＜596

＜913

＜K91

保存食の基本と習慣

命のダイアリー

文化出版局 編／文化出版局
作りみそ、梅酒、いちごジャム･･･。
比較的手に入りやすい野菜や旬の野
菜を使った初心者にも作りやすい保
存食と保存食アレンジレシピを紹介。

松永 正訓 著／講談社
小児がん治療のあとになって出て
くる副作用が、症状として固定してし
まう「晩期障害」。203 人の患者とと
もに闘った小児科医が綴るノンフィ
クション。
＜493.9

ホ＞

静かにしなさい、でないと

初恋ソムリエ

朝倉 かすみ 著／集英社
子犬救出劇を自作自演する美少女、
カード破産してもロハス生活を続け
るカップル･･･。
「わたし」という容れ
物の限界に翻弄される人たちの哀し
くも可笑しい自意識を描いた短篇集。

初野 晴 著／角川書店
初恋に秘められた謎を追え！吹奏
楽部の甲子園「普門館」を目指す弱小
吹奏楽部で繰り広げられるチカとハ
ルタの名推理。「脱出ゲーム」の続編
にして青春ミステリの決定版！
＜913

ア＞

ツ＞

マ＞

ハ＞

つるばら村の大工さん

なんのいろ

茂市 久美子 作・柿田 ゆかり 絵

ビーゲン・セン 作・永井

／講談社

ピンク色と白い色を組み合わせ
るとなんの色になるかな？そう、冬
支度の洋服の色！身近な大人との
対話の中で「いろあそび」を楽しみ
ながら、色への関心を高めていくこ
とができる絵本。

つるばら村の大工・勇一さんのとこ
ろへ舞いこむ丌思議な注文。はじまり
は、月見が原の小屋の修理でした･･･。
季節の輝きに満ちた、やさしいファン
タジー。

＜E

ナ＞

ふゆ
郁子 絵／

＞

書名／著者名／出版社／請求番号

お
と
な
向
け
こ
ど
も
向
け

地図読み人になろう／山岡

光治 著／日貿出版社／448.9 ヤ

病気・病状別家庭介護の手引き／川島
新宿遊牧民／椎名 誠

みどり

著／講談社／913

気がつけばカラス／きむら

栄子

ビ

シ

ブリムストーンの激突／ロバート・Ｂ．パーカー
魔女の宅急便 その６／角野

総監修／小学館／598.4
著・山本 博

訳／早川書房／933 パ

作／福音館書店／Ｋ91 マ

ゆういち

作・織茂

恭子

こねこ９ひきぐーぐーぐー／マイケル・グレイニエツ

絵／佼成出版社／Ｋ91 キ

さく・え／ポプラ社／Ｅ

コ

あはっ！／高畠 純 作／小学館／Ｅ ア

『北海道文学の跫音』・木原 直彦

著

北海道が舞台になっている作品・道内出身作家・文学碑の場所などを地域別
に分けて掲載するほか、ジャンル別の小史、作家・作品リストなど、北海道の
文学に関する情報が詰まった１冊です。
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。

１１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
● 11 月 1 日(日)
14：00～14：25

7 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

8 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

14 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

15 日(日) 11：00～

E 絵本くらぶ（えいごおはなし会）

18 日(水) 11：00～

おはなしの会 ピノキオ

21 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

22 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

28 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

「ねこざかな」
[2005 年作品]

● 11 月 15 日(日)
14：00～16：10

「いつか読書する日」
[2004 年作品・日本]
監督：緒方

明

出演：田中

裕子

岸辺

一徳

ほか

9 月 20 日（日）に行われた、ふるさとポケット。図書館では、古本まつり・あつまれおはなし広
場を開催しました。当日はさわやかな秋晴れでまさにイベント日和でした。
古本まつりは整理券を求めに、早い方でなんと 8 時過ぎから並ばれた方もいらっしゃいました！
おはなし会はちょっと風が強かったですが、各グループとも大盛り上がりで、楽しいひと時となり
ました。

図書館が休館する毎月第３月曜日は、千歳科学技術大学の図書館を利用することができます。
開館時間 １０月～１２月 ８：３０～１９：００
１月～ ３月 ９：００～１９：００
※詳細は千歳科学技術大学の図書館にお問い合わせください。 ＴＥＬ ２７-６０１６

【開 館 時 間】
午前 10：00～午後 7：00

【休 館 日】
毎月第３月曜日
（11 月は 16 日です）

