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図書館で本を借りて、読んで、

スタンプを集めよう！ 

藤田浩子氏 プロフィール 

1937 年生まれ。小中学校時代、福島県三春町で 

育ち、昔話を聞いたりわらべ唄で遊んだりして

きた。幼児教育にたずさわって 50年!! 

 



秋  ～秋 を 楽 し む～    
 

『あの画家に会いたい個人美術館』 
＜706.9 オ＞  

大竹昭子 著 新潮社     

日本全国の主要個人美術館 17 館を紹

介。紀行文としても楽しめる 1 冊。 

 

『極上のオーケストラ鑑賞ガイド』 
            ＜764.3 ゴ＞ 

        宮本文昭 監修 草思社           

入門者からベテラン愛好家まで楽しめ                        

る 1 冊。世界の一流オケ 65 を紹介。         

 

『紅葉の達人』＜743.5 コ＞ 
  辰巳出版 

一度は見たい、撮りたい日本全国の紅

葉撮影地 100 景を紹介。           

 

『豆・栗・かぼちゃ・芋の 

お菓子と料理』＜596 オ＞ 
 小川聖子 著 グラフ社    

秋の味覚を楽しむ料理とお菓子を紹

介。 

 
                               

                       

                                                                                  

   
 

 

 

  

今月の特集    
 

『どんぐりノート』＜Ｋ65 ド＞ 
いわさゆうこ/大滝玲子 作 

文化出版局            

どんぐりの仲間を写真とイラストで詳

しく紹介。 

 

『きのこ狩り入門』＜657 キ＞ 
ｏｕｔｄｏｏｒ編集部 編  山と渓谷社             

きのこ図鑑やきのこ料理レシピも紹介。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

『８分で読める！？歴史のヒーロー感

動の名場面４巻 芸術のヒーロー伝』     

＜Ｋ28 ハ＞  

天沼春樹 監修  教育画劇 

4 巻では手塚治虫、与謝野晶子など芸術

家 10 人を紹介。 

 
 

 
 

 

 

            

『ハッピーハロウィン 

パーティー』＜933 エ＞  

主婦の友社 編 主婦の友社   

ハロウィンを楽しむためのアイディ

アがいっぱい！    

 

          
                                                    

『作家の読書道』＜910 サ＞ 

ｗｅｂ本の雑誌社 編 本の雑誌社  

人気作家が語る読書遍歴よもやま話。  

 

『脳を鍛える読書のしかた。』 
＜019 モ＞  

茂木健一郎 著 マガジンハウス読書

の効能、活字の力などを人気脳科学者

が語る。 

 

 
※< >は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています。 

※請求記号とは、本の背に貼られている 913 イ・Y93 ガ・K93 ダ・Ｅホ 等の記号です。 

読みたい本が見つからないときは、お気軽に職員におたずねください。 

 

映画 

※この作品は館内でご覧いただけます。 

読んだことのある本や観たことのある映画等で、感動したもの、た

めになったものなどを、館長はじめ図書館職員、図書館ボランティ

アが紹介します。 

 

 

出演：ジュリエット・ビノシェ 

   ジョニー・デップ 

ジョアン・ハリス 

 
規律が厳しいフランスの小さな町に、謎めいた女性ヴィアン

ヌが娘とともにやって来て、チョコレートショップを開店し

ます。初めは誮もお店に近づこうとはしませんでしたが、自

分の好みをピタリとあてて勧められるチョコレートに、町の

人々は疲れた心を癒されて虜になっていきます。しかしそれ

が、チョコレートを悪とする町の指導者の反感をかってしま

います。 

美味しそうなチョコレートが沢山出てきて、チョコレートが

食べたくなるのはもちろん、チョコレートを食べた町の人々

の表情がとても幸せそうに変わっていく様子に、チョコレー

トの魅力が伝わってきます。そして、ヴィアンヌとジョニー・

デップ扮する青年ルーの恋愛も、チョコレートの様に甘く幸

せな気分にしてくれます。 

今回は図書館職員  Ｋ氏  のお気に入りです 

＜Ｖ12-3147＞ 
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わたくしが旅から学んだこと 
兼高 かおる 著／小学館 

８０過ぎても「世界の旅」は継続中

ですのよ！兼高かおるが自分の人生

を振り返って、旅への思い、地球 180

周にも及ぶ旅から見えてきた世界観、

人生観について味わい深く綴る。 

さくらの丘で 
小路 幸也 著／祥伝社 

祖母たちがまだ尐女だった頃の青

春が刻まれた西洋館。そこを訪れた

孫・満ちるたちが見た光景とは…。２

つの時代が交差する感動の物語。 

 

にょきにょきのき 
斉藤 洋 作・高畠 純 絵／講談社 

その木から、すべてがはじまる－。

にょきにょきのきは、にょきにょきの

びる。花が散ると、実がなって、また、

つぼみがついて、花が咲く…。限りな

く続くいのちの物語。 

だいじょうぶ３組 
乙武 洋匡 著／講談社 

 ５年３組の担任としてやってきた

のは、手と足がない先生、赤尾慎之介。

個性豊かな２８人の子どもたちとい

っしょに、泣いたり笑ったりの 1 年間

が始まる－。著者の小学校教員の体験

から生まれた小説。 

トロイメライ 
池上 永一 著／角川書店 

１９世紀、幕末の琉球王朝。意気

揚々と正義に燃える新米岡っ引きの

武太だが、世の中うまくいかないこと

ばかり。事件と庶民の人情に触れなが

ら、青年はひとつずつ大人への階段を

上っていく－。 

９月に入った本の一部です 

書名／著者名／出版社／請求番号 

 あしたのお弁当／飯島 奈美 著／主婦と生活社／596.4 イ 

アイデア絵手紙１２ヶ月／森 千景 著／日貿出版社／754.9 モ 

鏡の偽乙女／朱川 湊 著／集英社／913 シ 

禁猟区／乃南 アサ 著／新潮社／913 ノ 

 大きさくらべ絵事典／半田 利弘 監修／ＰＨＰ研究所／Ｋ03 オ 

動物の死は、かなしい？／あべ 弘士 著／河出書房新社／Ｙ48 ド 

おおきな木／シェル・シルヴァスタイン 作・村上 春樹 訳／あすなろ書房／Ｅ オ 

どんぐりむらのぼうしやさん／なかや みわ さく／学研教育出版／Ｅ ド  

 

お
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向
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＜345 ス＞ ＜289.1 カ＞ 

＜913 シ＞ ＜913 イ＞ 

＜Ｋ91 ダ＞ 

『ウエザ・リポート』 宇江佐 真理 著（函館市出身） 

宇江佐という名前はこの『ウエザ・リポート』というエッセイを書くため

に決めていたという著者。毎日の食事を作り、家は築百年の古い民家、仕事

は台所の片隅で行うという著者の清貧ぶりは、作中の登場人物を感じさせま

す。 

千歳市立図書館では 2 冊所蔵しています。ぜひご利用ください。 ＜914 ウ＞ 

すぐに役立つ暮らしの税金疑問解

決マニュアル 88 
新藤 賢治 著／三修社 

知 ら ずに 税金 を払 って い ませ ん

か？しくみから手続き、計算方法、相

談事例まで、日常生活でかかわる税金

をわかりやすく解説。「生命保険金の

二重誯税問題」などのＱ＆Ａも収録。 

＜Ｅ ニ＞ 
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１０月の図書館行事 

● 10 月 3 日(日)  

14：00～14：35 

「もうひとつのどうぶつえん 

マンモスたちの時代」  

[2009 年作品] 

● 10 月 17 日(日)  

14：00～15：50 

「刑事マルティン・ベック」 

[1976 年作品・スウェーデン] 

監督：ボー・ヴィールベルイ 

出演：カルル・グスタフ・リンドステット 

スヴェン・ヴォルテル  ほか 

おはなし会  

１階おはなしコーナー 

上映会 ２階ＡＶ室 

10 日(日) 11：30～    日曜おはなし会 しゃぼんだま 

16 日(土) 14：00～    おはなしぐるんぱ 

17 日(日) 11：00～    Ｅ絵本くらぶ（えいごおはなし会） 

20 日(水) 11：00～   おはなしの会 ピノキオ 

23 日(土) 11：00～  くりねずみ（図書館職員） 

24 日(日) 11：30～  日曜おはなし会 しゃぼんだま 

 

 

 

2 日(土) 14：00～  おはなしぐるんぱ 

 9 日(土) 11：00～  くりねずみ（図書館職員） 

Hi  

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。 

今年は残念なことに、約６３０冊の本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お手元にござい

ましたら、返却をお願いいたします。 

 

 

 

【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 18 日です） 


