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童話創作講座は札幌在住の児童文学作家で、今年第 51 回講談社児童文学新人

賞を受賞された升井純子（ますい じゅんこ）先生を講師に迎え、2001 年にス

タートしました。 

講座ではグループでおおまかな物語を作って発表したり、短編作品を使って自

分で物語をアレンジしながら作品の書き方を学び、一作品を仕上げます。 

出来上がった作品は１冊の本にまとめ、図書館でも貸出しています。 

１冊目の作品集は 10 作品の掲載でしたが、10 冊目になる今年度作品集は、な

んと 19 作品が掲載されました！ 

 

また童話創作講座の枠を飛び出し「ぷと」「みなみな」という 2 つの童話創作

サークルも結成され、それぞれの場で新しい作品がたくさん生まれています。 

 

 

童話創作講座を紹介する展示をカウンター前で行っています。 

展示されている作品集は貸出できますので、ぜひご覧ください！ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

  

※< >は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています 

 

今月の特集   ～昔話・民話の世界～ 

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） 栗の収穫時期はいつ頃が

よいか。 

 

Ａ） 成熟すると刺が黄化し 

いがが裂開して果実を放 

出する。果実の品質や貯 

蔵性は自然に落果したも 

のが最もよい。 

 

<出典>  

『果実の事典』 568 頁 
     <Ｒ625 カ> 朝倉書店 

 

『はじめての果樹ガーデニング』 
65 頁 <625 ハ> 永岡書店 

Ｑ） 北海道という地名は誮が 

名付けたのか知りたい。 

 

Ａ） 松浦 武四郎 

 

<出典>  

『角川日本地名大辞典１ 

（北海道上）』  

1346 頁 <R291 カ> 角川書店 

 

『北海道の地名 

（日本歴史地名大系１）』  

145 頁 <R291 ホ> 平凡社 

 

『コンサイス日本地名事典』 
1111 頁 <R291 コ> 三省堂 

Ｑ） 聖徳太子の命日がいつか知

りたい。 

 

Ａ） ６２２年２月２２日 

    

<出典>  

『３６７日命日大事典』 108 頁 

<R280 サ> 日外アソシエーツ 

 

『人物レファレンス事典  

古代・中世・近世編 あ～す』 
1237 頁  

<R281 ジ> 日外アソシエーツ 

 

 

『遠野物語・山の人生』 <B388 ヤ>  

柳田 国男 著 岩波書店 

刊行から今年でちょうど１００年。語

り継がれ、読み継がれてきた物語。 
 

『遠野物語再読』<382.1 カ> 
風丸 良彦 著 試論社 

 様々な方向から「遠野物語」を読み説

く。 

『北方伝説の誕生』<388.1 サ> 

佐々木 馨 著 吉川弘文館 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 坂上田村麻呂、北条時頼…北方伝説

の生まれた背景と文化に与えた影響。 

『読みがたり北海道のむかし話』 
<K91 ヨ> 

北海道むかし話研究会 編 日本標準 

 私たちの住む、北海道のむかしむかし

…です。 

 

『化かす騙す』<388.1 フ> 

藤田 浩子 編著 一声社 

 

 

 

 

 

 

“化かす騙す”は何も狐、狸の話だ

けではありません。上手なお付き合い

の参考に。 
 

『日本昔話百選』<388.1 ニ> 
稲田 浩二・稲田 和子 編著 三省堂 

お国ことばで綴られる、色々な地方

の昔話。 
 

『日本昔ばなしの裏話』<388.1 ゴ> 

合田 一道 著 扶桑社 

昔話の裏側、舞台裏に隠されたエピ 

ソード。 

『21世紀版少年少女古典文学館 9 

今昔物語集』<Ｙ91 ニ> 

杉本 苑子 〔訳〕著 講談社 

 「今は昔…」で始まる説話集。面白

くてちょっと怖い５１編。 

 

『昔咄きりがみ桃太郎』<726 ア> 
安野 光雅 作 岩崎美術社 

 おなじみ桃太郎のお話を切り絵で。 
 

『日本の昔話』<Ｋ91 ニ>  
 赤羽 末吉 画 福音館書店 

花咲かじいに一寸法師、おなじみの

お話もいっぱい。 
 

『赤神と黒神』<Ｅ ア> ポプラ社 

まつたに みよこ ぶん まるき いり え 

 十和田湖の女神をめぐる赤神と黒神

の物語。 

『かっぱどっくり』<Ｅ カ> 

萩坂 昇 文 村上 豊 絵 童心社 

 

 

 

 

 

 

 

 

はたらき者のごろべえさん、ある日

いたずらかっぱに馬のあおをいたずら

されて…。 



 

  

書名／著者名／出版社／請求番号 

 デイサービスで人気の介護食 83 食べたいものを食べやすく／吉田 三和子 著／講談社／498.5 ヨ  

しましま・ニット小物／河出書房新社／594 ヨ 

妻の超然／絲山 秋子 著／新潮社／913 イ 

カウントダウン／佐々木 譲 著／毎日新聞社／913 サ 

 クジラと海とぼく／水口 博也 文・しろ 絵／アリス館／Ｋ48 ク 

けんけんけんのケン／山下 明生 作・広瀬 弦 絵／ひさかたチャイルド／Ｋ91 ケ 

怪僧タマネギ坊／川端 誠 作／ＢＬ出版／Ｅ カ 

もりのくまとテディベア／谷川 俊太郎 詩・和田 誠 絵／金の星社／Ｅ モ 

 

『海猫』 谷村 志穂  著（札幌市出身） 

函館、南茅部、札幌と舞台を変えながら描かれる親子３代にわたる恋愛大

河小説。３代とは言ってもタミの恋愛についてはあまり語られていません。

しかし３章を通してタミの存在が薫、美輝、美哉の恋愛観の根幹にあると感

じられます。著者が執筆に３年８カ月費やした力作です。 

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。 
＜９１３ タ＞ 

こ
ど
も
向
け 

お
と
な
向
け 

池上彰の新聞活用術 
池上 彰 著／ダイヤモンド社 

ビジネスや勉強に必要な情報はもち

ろんのこと、書く力、読む力、分析す

る力など、さまざまなスキルを磨く手

助けにもなる新聞。その魅力と活用術

を紹介する。 

優しいおとな 
桐野 夏生 著／中央公論新社 

近未来の渋谷でしたたかに生き抜く

ホームレスの少年・イオン。彼は家族

をもたず、信じることを知らない。イ

オンの孤独な魂はどこへ行くのか…。 

 

 

おひさまとおつきさまのしたで 
マーガレット・ワイズ・ブラウン 作

黒井 健 絵／教育画劇 

夜です。こうさぎも、こねこも、こ

ぐまも…もうみんな、ねむくなってき

ました。おやすみなさい、またあした。

おひさまのしたでいっぱいあそび、お

つきさまのしたでぐっすりねむれ。 

まどれーぬちゃんとまほうのおかし 
小川 糸 文・荒井 良二 絵／小学館 

 プリン、ドーナツ、バウムクーヘン…。

まどれーぬちゃんがおかしを作って、か

なえようとする夢は？ おいしそうな

おかしがいっぱい出てくる、おなかも心

もいっぱいになる物語。 

チア男子!! 
朝井 リョウ 著／集英社 

幼いころから柔道に打ち込んできた

大学１年の晴希は、怪我をきっかけに

柔道部を退部。同じころ柔道をやめた

一馬はある理由から、大学チアリーデ

ィング界初の男子のみのチーム結成を

決意する－。笑って泣ける長編スポー

ツ小説。 

10 月に入った本の一部です 

＜576.5 ト＞ ＜070.4 イ＞ 

＜913 キ＞ ＜913 ア＞ 

＜Ｋ91 マ＞ 

トコトンやさしい界面活性剤の本 
阿部 正彦・坂本一民 著 

／日刊工業新聞社 

洗剤、化粧品、食品、医薬品、工業品

などさまざまな用途に使われている界

面活性剤。その機能と特徴、構造と解析

方法、安全性と環境への影響などについ

てわかりやすく解説する。 

＜Ｅ オ＞ 

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/4780/47800976.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/5260/52606526.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/1200/12004150.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/7746/77461177.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/0928/09289728.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/book/cabinet/0877/08771374.jpg


 

おはなし会  

１階おはなしコーナー ● 11 月 7 日(日)  

14：00～15：05 

「ダンボ」  

[1941 年作品]   

● 11 月 21 日(日)  

14：00～15：35 

原作：畔柳 二美 

「姉妹」 

[1955 年作品・日本] 

監督：家城 巳代治 

出演：野添 ひとみ  

中原 ひとみ  ほか 

上映会 ２階ＡＶ室 

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 

 

 

 

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） 

Hi  

１１月の図書館行事 

【休 館 日】 
 

 

 

 

 

毎月第３月曜日 

（11 月は 15 日です） 

 

 

 

午前 10：00～午後 7：00 
 

【開館時間】 
 

 

 

 

 

 終戦まもない昭和２２年、まだ戦火の傷痕が至るところに残っている

なかで「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のも

と、出版社・取次会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマスコ

ミ機関も加わって、１１月１７日から、第１回『読書週間』が開催され

ました。 

 翌年の第２回からは期間も１０月２７日～１１月９日（文化の日を中

心にした２週間）と定められ、この運動は全国に拡がっていきました。 

 そんな読書週間に、ぜひたくさんの本を読んで素敵な作品と出合って

くださいね。 


