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今月の特集

リ ス マ ス

『クリスマス・ボックス』

『イルミネーション入門ブック』

＜933 エ＞講談社

＜597 イ＞学研

イルミネ＝ションを基礎から実践まで
わかりやすく解説。

『手づくりクリスマスＢＯＯＫ』
＜594 テ＞パッチワーク通信社

ハンドメイド作品の作り方とアイデア
を紹介。

＜596 コ＞講談社 小林カツ代 著
楽しいアイデアがいっぱい詰まった
おいしい料理を作ってみませんか！

『クリスマスの文化史』
＜386 ワ＞白水社 若林ひとみ

著
クリスマスの起源やツリーを飾るよう
になった由来などを説き明かす。

『まるごとクリスマス』
＜Ｋ75 マ＞草土文化 つかべ美菜子

ロバート・ウェストール 作
ジョン・ロレンス 絵 坂崎麻子

『サンタクロース公式ブック』

『ちいさなろば』＜Ｅチ＞福音館書店

訳

育ちが良く気が強い女の子と貧しいけ
れど誇り高い男の子の忘れられないク
リスマスの物語。

パラダイス山元 著／監修
日本でただひとりの公認サンタクロ
ースがクリスマスの正しい過ごし方
を紹介する。

ルース・エインズワース 作
石井桃子 訳 酒井信義 画
クリスマスイブにサンタの手伝いをし
たろば。お礼にプレゼントをもらえる
ことに…。

『サンタのおばさん』

『聖なる夜に』＜E セ＞BL 出版

＜913 ヒ＞文藝春秋
東野圭吾 作 杉田比呂美 画
サンタ協会の会長は引退することに
なった。その後任候補として会長が
つれて来た人物とは…。

ピーター・コリントン 作
イブの夜にひったくりにあい雪の中に
行き倒れたおばあさんを何者かが助け
ます。クリスマスの奇蹟を描いた文字
のない絵本。

『クリスマス』＜Ｙ90 ク＞ポプラ社

著

身近にある材料でクリスマスを楽しも
う。つくりかたは簡単。

※<

＜Ｙ93 ク＞講談社

リチャード・Ｐ・エヴァンスﾞ著
笹野洋子 訳
一人暮らしの未亡人の所に住み込ん
だ若い夫婦。やがて家事手伝いとして
雇われたのではないことに気づいて。

＜386 パ＞小学館

『小林カツ代のやさしい
クリスマス料理』

『クリスマスの猫』

赤木かん子 編
クリスマスのお話をあつめた短編集。
全６編収録。

>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、ためになった本などを、
館長はじめ図書館職員、ボランティアさんが紹介します。
今回はボランティア

Ｋ氏

のお気に入りです

ドイツが原発事敀をきっかけに、エネルギー不足に直
面し、国際協約違反を承知で中東の某国と取引し、石油
と交換するため最新鋭の潜水艦４隻を提供することにな
った。それを阻止しようとする英米海軍による潜水艦狩
の軍事スリラー小説です。
作者は、元米海軍の対潜線スペシャリストですが、単
に戦闘描写だけでなく、米大統領と中国大使との緊迫し
た論戦や、戦いの本質に触れたシーンが随所にちりばめ
られています。
読後、
「訳者あとがき」を読みましたが、作家としての
資質（特にイメージの喚起力）を高く評価していたのが
印象的でした。政治的にも軍事的にも説得力に富んだ会
話・記述等、久しぶりに充実感を味わえた小説です。
本書は、デビュー作ですが、第 2 作が楽しみです。

11 月に入った本の一部です
男おひとりさま道

黒糖のお菓子

上野 千鶴子 著／法研
死別、離別、非婚シングル。老後に
生きる道はあるか？現在増えている
「男おひとりさま」の実態を明らかに
するとともに、彼らに向けて、様々な
スキルや知恵を伝授する。

江島 雅歌 著／家の光協会
野菜やナッツなど相性のよい素材
がとても多い黒糖。かりんとうなど定
番のお菓子からクッキーやコンポー
トまで、さまざまな黒糖のお菓子レシ
ピを紹介。
＜596 エ＞

＜367.7 ウ＞

Ｑ人生って？

未踏峰
笹本 稜平

よしもと ばなな 著／幻冬舎
眠れない夜や、どん底にいるとき、
ひとりぼっちだと思うときに、31 の
答えが、あなたの心をのびやかにす
る。恋や仕事や子育て、人間関係や生
きることに悩む全ての人に。

著／祥伝社

ハンデを背負った３人の若者
と、未来を手放した伝説の登山家。
運命の出会いが、
“祈りの巨峰”へ
の扉を開く―。ヒマラヤを舞台に、
人間の希望を描いた感動長編。
＜914 ヨ＞

＜913 サ＞

＜Ｋ91 ハ＞

ハーブガーデン

なんてすてきな日

草野 たき 作・北見 葉胡 絵
／岩崎書店
「子どもなんて仕事の邪魔でしかな
い」という母親の言葉を聞いてしまっ
た由美。そんなとき、由美はあこがれ
のモデルそっくりな中学生の女の子、
綾芽に出会う。彼女は由美を素敵なハ
ーブガーデンに誘ってくれて…。

アンドレ・ダーハン 作・角田 光代 訳
／学研教育出版
壊れたぬいぐるみのしろくまエディ
は、ひとりぼっちで悲しくて…。でも、
新たな出会いが運んできたのは、夢みた
いなできごと！あたたかい気持がつない
だ、すてきなめぐりあいのお話。
＜Ｅ ナ＞
＞

書名／著者名／出版社／請求番号

お
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け
こ
ど
も
向
け

完全ドキュメント民主党政権／毎日新聞政治部
絵本で子育て／秋田 喜代美・増田
ロング・ウェイ／小手鞠

るい

ツグミはツグミの森／竹本

時枝

著／毎日新聞社／312.1 カ

著／岩崎書店／376.1 ア

著／祥伝社／913 コ

健治 著／講談社／913 タ

リキシャ★ガール／ミタリ・パーキンス 作・ジェイミー・ホーガン 絵／鈴木出版／Ｋ93 リ

スコアブック ２／伊集院

静 著・ちば てつや

絵で見るおふろの歴史／菊池

画／講談社／Ｙ91 ス

ひと美 文・絵／講談社／Ｅ エ

かしこいモリー／エロール・ル・カイン 絵・ウォルター・デ・ラ・メア 再話／ほるぷ出版／Ｅ カ

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『羆撃ち』
・久保 俊治

著

著者は今も知床で羆を追う、猟歴４０年以上を誇るハンター。純白の北海
道犬“フチ”を相棒に、小樽から知床まで羆を追い駆け巡ります。さらには
アメリカへのハンター留学も！猟の一部始終を臨場感あふれる表現で描く
ノンフィクション紀行です。
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。

１２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
● 12 月 13 日(日)
14：00～14：50

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

20 日(日) 11：00～

E 絵本くらぶ（えいごおはなし会）

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

「学校の怪談

恐怖の学校編」
[2009 年作品]

● 12 月 27 日(日)
14：00～16：10

「プレステージ」
[2006 年作品・アメリカ]
監督：クリストファー・ノーラン
出演：ヒュー・ジャックマン
クリスチャン・ベール

＊
＊

ほか

平成２１年１１月８日（日曜日）午後２時から午後３時半まで
千歳市立図書館２階ＡＶ室

北海道出身作家の朝倉かすみさん、小路幸也さんをお招きし、
「生きること、書くこと」をテーマに対談していただきました。
お二人の軽妙なおしゃべりが参加者約 80 名を楽しませました。

＜たくさんの参加ありがとうございました。＞

楽しいパネルシアターやスクリーンに映る大きな絵本…

【休 館 日】
【開 館 時 間】
午前 10：00～
午後 7：00

毎月第３月曜日
（12 月は 21 日です）
年末年始のため
12 月 30 日から 1 月 5 日までお休みです

