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今回の工事により、上記期間中は、館内１階に十分な暖房が入らなくな
るとともに、２階には暖房が入りません。これにより誠に恐れ入りますが、
館内での図書及びＡＶ資料の閲覧はご遠慮いただくこととなります。
また、おはなし会など館内での定例行事も全て休止となります。

今月の特集
『とらの巻』<489 ト>
増井光子 編 卙品社
虎にまつわる神話、雑話、和歌や植物に
至るまで虎づくしの、まさしくとらの
巻。寅年の初めに読むには相応しい一
冊。

「寅」 とら年

～平成２２年の干支～

『とらはえらい』<E ト>

『十二支のおはなし』<E ジ>

五味太郎 著 クレヨンハウス
とらはえらい。どのようにえらいの
かは、本を読んでのお楽しみ。

『男はつらいよ
寅さんの人生語録』<778 ヤ>

『トラさん、トラさん、
木のうえに！』<E ト> 評論社

山田洋次・浅間義隆 作
PHP 研究所
「寅」と言えばフーテンの寅さん。そん
な 寅 さ ん が 映 画 で 残し た名 セ リ フの
数々。

アヌシュカ・ラヴィシャンカール 著
川のそばにいたトラさんは、いつの間
にか木の上に。楽しいインドの絵本。

『猛虎の７０年』 <783.7 モ > ぴ あ
「虎」と言えば阪神タイガース。70 年
の歴史のすべてがここに。

『百獣の王ライオン対
密林の王トラ』<K 48>
イザベル・トーマス 著 鈴木出版
トラとライオン、すごいのはどっち？
※<

『干支ってなぁ～に？』<148.8 ツ>
靍見憲明 著 チクマ秀版社
干支の歴史から十二支獣の解説まで、
干支についてじっくり学べる一冊。

『寅歳生まれは、バカ正直な人』
<148.8 ナ> 奈良泰秀

著 三五館
今年歳男、歳女のあなたにおくる、
寅歳生まれのための運勢本。

内田麟太郎 文 山本孝 絵
岩崎書店
十二支の順番はどのように決まった
のだろう？ 十二支のはじまりのおは
なし。

『はねとびティガ―』<K93 ク>
末吉暁子 訳 フレーベル館
「ティガーは、はねとびすぎる！」
くまのプーさんと仲間たちは、はね
とびぎるとらのティガーをこらしめ
るために…。

『虎が消える日』<489 ア>
リチャード・アイヴス 著
高橋佳奈子 訳 朝日新聞社
虎は誮もが知っている動物ですが、絶
滅が危惧されている種でもあります。
地球上から虎という動物が消えてし
まう日がやってくるのでしょうか。

>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）トルストイはどこの国の作
家か。

Ｑ）亀の種類が載っている本はあ
るか。また、亀のエサは何を

Ｑ）法事の回数（周忌の数え方）
を知りたい。

やったらよいか。
Ａ）

ロシア
Ａ）

<出典>

以下の２冊に掲載されてい

ます。

Ａ）以下の資料に掲載されてい
ます。

『新版世界人名辞典 西洋編』
495 頁
＜R280

セ>

東京堂出版

<出典>
亀の種類

『日本の両生類・爬虫類』
162～197 頁
<487.8 ニ> 平凡社
エサについて

『爬虫類・両生類２００種図鑑』
<487

180～185 頁
ス> ピーシーズ

<出典>
『お葬式・供養。お墓の基礎常識』
171 頁 <385.6

オ> 実業之日本社

12 月に入った本の一部です
スイーツマジック

地図で読み解く戦国合戦の真実

若山 曜子 著／文化学園文化出版局
ティラミスにはフィンガービスケ
ットを。プリンは卵と牛乳とキャラメ
ルで－。はじめから作ると面倒なお菓
子も、市販のお菓子を使うと簡単に短
時間で作れる。数々のレシピを紹介。

小和田 哲男 著／小学館
桶狭間の戦い、大坂の陣、上田合戦
（第１次）といった、著名な 14 の戦
いを取り上げ、古戦場の様子と合戦の
経過を地図と写真を用いて詳述。
＜210.4 チ＞

＜596 ワ＞

＜913 ア＞

＜Ｋ91 パ＞

ガールズ・ストーリー

旧友は春に帰る

あさの あつこ 著／ＰＨＰ研究所

東 直己 著／早川書房
モンローからの 25 年ぶりの電話で
助けを求められた俺は、彼女を夕張か
ら本州へ逃がす。だがその直後から正
体丌明のトラブルに巻き込まれ、地元
やくざに追われた俺は、ひとり調査を
開始する･･･。

江戸深川で、医師である父の仕
事を手伝うおいちは、この世に思
いを残して死んでいった人の姿が
見える。この力を誮かのために生
かしたいと願うおいちの夢に、助
けを求める女が現れ･･･。

＜913 ア＞

パパはじどうしゃだった

ぼくもだっこ

角野 栄子 作・オームラ トモコ 絵
／小学館
わたしのパパって、パパになる前は
自動車だったんだって！その次は、ベ
ッドにしいてあるシーツになったっ
て･･･。
「自分でも読めるようになりた
い！」という、子どもの気持ちを伸ば
す幼年童話シリーズ。

西条 剛央 作・大島 妙子 絵／講談社
ある日、弟ばかりだっこしてもらって
いるのを見て、さびしくなったまもるく
んは、家を飛び出してしまいました。出
会った動物の赤ちゃんに、だっこを頼ま
れたまもるくんですが、動物の赤ちゃん
がつぎつぎとあらわれて･･･。
＜Ｅ ボ＞
＞
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“35 歳を”救え／ＮＨＫ「あすの日本」プロジェクト 著／阪急コミュニケーションズ／366.1 サ

医学の歴史／ルチャーノ・ステルペローネ 著・小川 熙 訳／原書房／490.2 ス
ＳＯＳの猿／伊坂幸太郎 著／中央公論新社／913 イ
魔法使いクラブ／青山 七恵 著／幻冬舎／913 ア
秘密のマシン、アクイラ／アンドリュー・ノリス 著・原田 勝 訳／あすなろ書房／Ｙ93 ヒ

チームひとり／吉野 万理子 作・宮尾 和孝 絵／学研教育出版／Ｋ91 チ
かわうそ３きょうだい／あべ弘士 作／小峰書店／Ｅ カ
かかしのじいさん／深山 さくら 文・黒井 健 絵／佼成出版社／Ｅ カ

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『車掌の仕事』
・田中

和夫 著／北海道新聞社

車掌さんの仕事ってどんなこと？専門用語から車両知識まで、車掌の仕事
を写真やイラストでわかりやすく紹介しています。普段なかなか見ることの
ない鉄道業務の裏側を知ることができる 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。

１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
● 1 月 17 日(日)

9 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

10 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

16 日(日) 14：00～

おはなしぐるんぱ

14：00～15：05
「雪の女王」
[2005 年]
原作：ハンス・アンデルセン

12 月 6 日（日）に行なわれた第３回図書館まつり。
毎年恒例の合同おはなし会は今年も大盛況！各グルー
プ、様々な楽しい演目が飛び出しました♪
そして今回の全グループ合同演目は、小川未明の『赤
いろうそくと人魚』。琴の音にのせての紙芝居は、雰囲
気たっぷりで大変素晴らしかったです。
また午後からの講演会は、南極料理人・西村 淳氏を
お迎えしました。海上保安庁時代のお話、南極観測隊に
参加した時のお話などをユーモアたっぷりに語られ、会
場は大爆笑！とても楽しい１時間半となりました。

【開 館 時 間】
午前 10：00～午後 7：00

【休 館 日】
毎月第３月曜日
（1 月は 18 日です）

