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・3 月 23 日（火）
千歳いずみ学園・中央コミセン・稲穂町内会館・鉄東コミセン

・3 月 24 日（水）
カタツムリ公園・東小学校・東部支所・東千歳中学校

図書館情報システムの更新に伴いまして、上記の期間は
臨時休館（運休）となります。

下記の期間は全ページにおいてホームページへのアクセスができなくなります。

今月末までカウンター前にて幕末をテーマに本を展示中です。貸出できますので、気に
なる本がございましたらぜひご利用ください。

今月の特集
『ペンギン全種に会いに行く』
平凡社
ガラバゴスから南極大陸まで、ペンギン
全１８種を訪ねた著者が、写真とともに
その魅力を解説。

とり
『カラス、どこが悪い！？』

＜488.6 ナ＞ 中村 庸夫著

＜488.9 ヒ＞

樋口 広芳著 小学館
＜Ｅ ペ＞山本省三 くもん出版
カラスに困っている人、行政担当者必 ペンギンの体にある飛ぶ仕組みを絵本
読。まずは、カラスをよく知るべし。 でわかりやすく解き明かす。

『北ぐにの鳥』＜488 サ＞

『世界「鳥の卵」図鑑』

斎藤 春雄著 北海道新聞社
北海道の鳥の特性と生態についてイ
ラスト入りで解説。

『鳥』＜Y48 ト＞

山と渓谷社
生き物たちのくらしや行動がわかる
子ども向けの図鑑。
池内 俊雄著 ポプラ社
オオヒシクイはどこでたまごを産み、子
育てをしているのだろうか？なぞにつ
つまれたオオヒシクイのくらしにせま
る。

Ｑ＆Ａ方式の大迫力クローズアップ写
真で、いきものたちのびっくり情報を紹
介する。

※<

＜488｡0 ウ＞

マイケル・ウォルターズ著 新樹社
全世界から５００種類以上の鳥の卵を
２０００点以上の写真・イラストと、
わかりやすい解説で紹介。

『ダチョウ力』＜646.2 ツ＞
塚本 康浩著 朝日新聞出版
ダチョウの可能性を発見していく過程
とダチョウの抗体をめぐる人々の思い
を綴る。

『なぞの渡りを追う』＜Ｋ48 ナ＞

『いきものナルホド！Ｑ＆Ａ
ずかん４』＜Ｋ48 イ＞ 学研

『ペンギンの体に、
飛ぶしくみを見つけた！』

『鳥の巣いろいろ』＜Ｅ ト＞
鈴木まもる 偕成社
鳥は、たまごをうむとき巣をつくりま
す。作り方は、鳥の種類によって、い
ろいろです・・・。

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています

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）ラカンカ（羅漢果）とヤーコ
ンの成分について知りたい。
Ａ）

ラカンカ
果実に果糖、新甘味成分で
クルビタチン系トリテルペ
ノイドにグルコースからなる
糖鎖を結合したモグロサイド
Ⅳ～Ⅴなどを含む。

ヤーコン
日本食品成分表に分析値の記
載がないが、エネルギーがさつ
まいもの半分で、フラクトオリ
ゴ糖が含まれている。
<出典>
ラカンカ

『原色牧野和漢薬草大圖鑑』
518 頁 ＜Ｒ４９９ マ＞ 北隆館
ヤーコン
『野菜の効用事典』１６２頁
＜498.5 ヤ＞ 明治書院

Ｑ）8 月の呼び方に葉月があるが、
他 に ど ん な 異 名 が あるか 知 り た
い。できればいくつか知りたい。

Ｑ）
「二見興玉神社」の読み方を
知りたい。

Ａ）
建酉月（けんゆうづき）、壮月（そ
うげつ）、桂月（けつげつ）、素月
（そげつ）、観月（かんげつ）、木
染月（こぞめつき）等

Ａ）ふたみおきたまじんじゃ
三重県度会郡二見町

<出典>
『神社・寺院名よみかた辞典』
8頁

＜Ｒ175

ジ＞

日外アソシエーツ

<出典>
『現代こよみ読み解き事典』
2７頁

＜４４９

『暦の百科事典』
＜Ｒ４４９

ゲ＞

柏書房

３２２頁
コ＞

本の友社

2 月に入った本の一部です
てぃだかんかん

原色再現日本史の名場面

＜210 ゲ＞

＜913 キ＞

＜Ｋ93 ラ＞

高野 澄 著／新人物往来社
義経の跳躍、信玄・謙信一騎打ち、
赤穂浪士の切腹、白虎隊の自刃…。日
本史の名場面を描いた絵画史料、絵巻
などをクローズアップして紹介し、そ
の場面に関する歴史的背景や史実な
どの解説を付す。

金城 浩二 著／小学館
沖縄の海にきれいなサンゴ礁を取
り戻したい。98 年にサンゴの大規模
白化を目の当たりにしてサンゴの養
殖を決意。2005 年、養殖して移植放
流したサンゴの世界初の産卵に成功
＜666.7 キ＞ した夫婦が挑んだ 4000 日の物語。

海猫ツリーハウス

青森ドロップキッカーズ

木村 友祐

森沢 明夫 著／小学館
いじめられっ子の中学生・宏海と、
中途半端な丌良の雄大。そしてトップ
を目指して氷上で闘うアスリート姉
妹、柚香と陽香…。見た目もキャラも
まったく違う凸凹な４人が織りなす、
このうえなく爽快で泣ける青春小説。

著／集英社

25 歳の亮介は、ファッション・
デザイナーを目指しながらも、実
家の農業を手伝うかたわら、「親
方」の元でツリーハウス作りに精
を出す毎日。だが、兄・慎平の帰
郷で均等が崩れはじめ…。

＜913 モ＞

ライオンとであった少女

きょうはとくべつなひ

バーリー・ドハーティ著・
斎藤 倫子 訳／主婦の友社
母の最後の言葉だけを頼りに、ひと
りぼっちで生きている少女と、母の愛
情を信じられなくなっている少女。ふ
たりがであったとき…。耐えられない
ほどの哀しみとささやかな希望が教
えてくれる、大切なものとは…？

あらい えつこ 文・
いりやま さとし 絵／教育画劇
赤ちゃんって、わかんない。お兄ちゃ
んって、わかんない。赤ちゃん、生まれ
たらどうなるのかな？新しい命が生まれ
るとき、お兄ちゃんになる子が感じたこ
とは…。
＜Ｅ キ＞
＞

書名／著者名／出版社／請求番号

お
と
な
向
け
こ
ど
も
向
け

日本でいちばん働きやすい会社／土屋 竜一 著／中経出版／366.2 ツ
うまいっ！お好み焼き＆焼きそば／林 幸子 著／主婦の友社／596 ハ
金曜のバカ／越谷 オサム

著／角川書店／913 コ

夢曳き船／山本 一力 著／徳間書店／913 ヤ
コブタのしたこと／ミレイユ・ヘウス 著／野坂 悦子 訳／あすなろ書店／Ｋ94 コ
デイジーのこまっちゃうまいにち／ケス・グレイ 作・吉上 恭太 訳／小峰書店／Ｋ93 デ
さくら／長谷川 摂子 文・矢間 芳子 絵、構成／福音館書店／Ｅ サ
クリストファーのしあわせないちにち／バレリー・ゴルバチョフ 著・三原 泉 訳／偕成社／Ｅ ク

北海道のことについて書いている本の紹介です。

『北海道のうつわびと』
・森広 広絵

文

北海道に生きるうつわびとの作品と工房を紹介した１冊。料理の盛り付け
例なども掲載されています。同じ料理でも器一つでガラリと雰囲気が変わる
ものです。特別な日に特別な器での食事はいかがですか？
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。

３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
● ３月 7 日(日)
14：00～14：35

６日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

13 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

14 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

17 日(水) 11：00～

おはなしの会 ピノキオ

20 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

21 日(日) 11：00～

E 絵本くらぶ（えいごおはなし会）

27 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

28 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

「もうひとつのどうぶつえん
ドードーたちの時代」
[2009 年作品]

● ３月 21 日(日)
14：00～16：15

「おくりびと」
[2008 年作品・日本]
監督：滝田

洋二郎

出演：本木

雅弘

ほか

◆４月 ＜子どもの読書週間＞ 宮西 達也さん
『にゃーごのやさしさ・ティラノのおもいやり』というテーマで、読み聞かせを交えながらお話い
ただきました。宮西先生の話術に大笑い、ところにより涙で子どもも大人も楽しい時間でした！

◆７月 上橋 菜穂子さん
世界中を飛び回っている上橋先生、来ていただけたのは幸運中の幸運！ご自身のお話や新作・アニ
メの裏話など、思わす時間が足りない！と感じるほど楽しいお話でした。

◆11 月 ＜読書週間＞ 朝倉 かすみさん・小路 幸也さん
道内出身で同年代のお２人。対談形式での講演はお互いの作品の話から出版業界裏話まで、掛け合
いも楽しくステキなひと時でした。

◆12 月 ＜図書館まつり＞ 西村 淳さん
映画・ＴＶに大人気・南極料理人の西村氏。幼少期・海上保安庁時代・南極でのお話と面白エピソ
ード満載で、会場はしばしば大爆笑の渦に！

2009 年度も良縁に恵まれ、色々な方に講演していただきました。どの講演会も大盛況で、
企画側としましてもとても嬉しく思っております。またアンケート等でいただきましたご意見
も、今後の企画の参考にさせていただきます。
講演会の記録は、図書館入口横に講師のサインと写真を飾っていますので、ぜひご覧ください。

【開 館 時 間】
午前 10：00～午後 7：00

【休 館 日】
毎月第３月曜日
（３月は 15 日です）

