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☆どなたでも自由に参加できます

今月の特集
『もしもウサギにコーチがいたら』 『ピーターラビットの
〈336.4 イ〉
たのしい料理』<K59 ピ>
伊藤

守 著

大和書房

イソップ物語のカメとウサギの話に出
てくるなまけもののウサギをコーチし
てみたら…。

『神出鬼没！
月夜にドッキリ』
〈K91 ウ〉
岡田

貴久子 作

ミヤハラ ヨウコ 絵 理論社
“ピンクのぬいぐるみのウサギ”スーツ
に身をつつんだ宇宙スパイ・ウサギのク
ールな日常が描かれています。

ビアトリクス・ポター 画
フレデリック・ウォーン社 編
福音館書店

ピーターラビットの挿絵とともに楽
しい料理を紹介します。

『うさぎ』<645.7 ウ>
町田

修 監修

『うさぎさんたちのおはなし』

『ディック・ブルーナ』<726.5 ブ>
ディック・ブルーナ 著

講談社

うさぎと聞いてみなさんはどんな姿
を思い浮かべるでしょうか。ミッフィ
ーを思い浮かべる人は多いのでは？
そんな世界的うさぎを作り上げたブ
ルーナについて書かれた本です。

池田書店

うさぎと人が快適に暮らすためのガイ
ドブック。健康管理と病気、品種カタ
ログなどのほか、歴史や神話の中のう
さぎも紹介。充実の一冊。

依田

正夫 著

<Ｋ91 ウ>
東洋出版

さまざまなかたち、世界観で登場する
うさぎたちのお話を集めた物語集。

『ウサギの絵本』<Ｋ64 ウ>
たけだ

『うさぎ』〈E ウ〉
内山 晟 写真

フレーベル館

身近な自然に親しみながら、科学する心
が育つ絵本です。
※<

るりこ へん

農山漁村文化協会

ウサギの歴史、人間との関わり、飼育
方法まであらゆる角度からウサギにつ
いて書かれた本。

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています

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。
今回は図書館ボランティア

Ｓ氏

のお気に入りです

作：角野
絵：ひだ

栄子
きょうこ

えほんの森から心温まる一冊をご紹介します。
森の中の一軒家で、ひとりぼっちだったかややさんという女性
が、ある動物たちとの出会いから日常を楽しく豊かに暮らして
いくお話です。
自分自身をふと振り返ってみると、
“一人ぼっちだな”
“孤独だ
な”と感じることはありませんか？
そんな心のすき間にじんわりあたたかく浸みこんでいきます。
春・夏・秋・冬と季節を巡り、たくさんの動物たち、子どもた
ちに囲まれて、ひとりぼっちだったかややさんの生活が変化し
ていく様子がとても素敵で、共感できます。
少しだけ心の視点を変えると、人生はおもしろく豊かになって
いく。優しくさりげなく教えてくれる絵本です。
小さなお子さんから大人まで幅広く楽しめる一冊です。
是非、お子さんに読みきかせてみませんか？
〈Ｅ モ〉

1１月に入った本の一部です
知っていると楽になる高齢者の
介護 30

残酷な王と悲しみの王妃
中野 京子 著／集英社
運命の支配か。宿命への挑戦か。ア
ン・ブーリン、マルガリータ・テレサ、
イワン雷帝など、
ヨーロッパの歴史に
名を刻んだ王や王妃たちの光と影を、
著者独自の視点でたどる。
＜288.4 ナ＞

黒岩 恭子・江頭 文江 ほか 著
／日本放送出版協会
高齢者の介護に必要な誤嚥・床ず
れ予防、排せつ、思わぬ事故への対
処法、古武術を応用した介助などを、
＜369.2 シ＞ イラストと写真を多用してわかりや
すく解説。

木暮荘物語

ぎっちょんちょん

三浦 しをん 著／祥伝社
空 き 室 あり ま す！ 駅 から 徒 歩 ５
分、築ウン十年。安普請ですが、人
肌のぬくもりと、心地よいつながり
があるアパートです－。一見平穏な
木暮荘の日常を描く、心温まる物語。

群 ようこ 著／新潮社
バツイチ子持ち、アラフォーのエ
リコ。ふと耳にした小唄がきっかけ
ですっかり三味線にはまり、気がつ
けば３９歳で芸者デビュー！遅咲き
の夢に奮闘＆邁進、てんやわんやの
華麗な転身記。

＜913 ム＞

＜913 ミ＞

ルララとトーララ
のプレゼント

死の授業
新井 満 著／講談社
新潟市立寄居中学校２年２組２７
名は、初め驚きやがて怒り、泣き、
そうして最後に悟った。いかに生き
るべきかを…。新井満が母校の中学
生たちにしかけた授業の記録。

＜Ｅ ル＞

＜Y11 ア＞

クリスマス

かんの ゆうこ ぶん
おくはら ゆめ え／講談社
明日はクリスマス。うさぎのルラ
ラとトーララがプレゼントにほしい
のは「あったかくて、ふわふわのセ
ーター」
。でも、いったいどんな色が
いいのかな？

書名／著者名／出版社／請求番号

お
と
な
向
け
こ
ど
も
向
け

自然のめぐみを楽しむ昔ながらの和の行事／石坂 昌子 著／家の光協会／386.1 イ
食の歴史と日本人 「もったいない」はなぜ生まれたか／川島 博之 著／東洋経済新報社／611.3 カ
忍び外伝／乾 緑郎 著／朝日新聞出版／913 イ
ロードサイド・クロス／ジェフリー・ディーヴァー
哲夫の春休み／斎藤 惇夫

著／文藝春秋／933 デ

作・金井田 英津子 画／岩波書店／Ｋ91 テ

クリスマス物語／マルコ・レイノ 著・末延 弘子

訳／講談社／Y99 ク

ばすくんのくりすます／みゆき りか さく・なかや みわ え／小学館／Ｅ バ
もりのおくのおちゃかいへ／みやこし あきこ 著／偕成社／Ｅ モ

『隠蔽捜査』

今野

敏

著（三笠市出身）

これまでの警察小説にありがちな現場で靴底をすり減らして歩き回るよ
うな泤臭い刑事のイメージを一新、これは東大出のエリート刑事が主人公で
す。内容も捜査の過程よりも主人公のキャラクターで読ませる小説といえる
かもしれません。その意味でも新しい警察小説といえるでしょう。
＜９１３ コ＞

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
上映会 ２階ＡＶ室

おはなし会 １階おはなしコーナー
4 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

● 12 月 5 日(日)
14：00～14：30

11 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

12 日(日) 11：30～
Hi

日曜おはなし会 しゃぼんだま

15 日(水) 11：00～

おはなしの会 ピノキオ

19 日(日) 11：00～

Ｅ絵本くらぶ（えいごおはなし会）

25 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

26 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

おはなし会 ２階ＡＶ室
18 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ
クリスマスおはなし会

【開 館 時 間】
午前 10：00～午後７：00

「いっすんぼうし
かさじぞう
12 支のはなし」
● 12 月 19 日(日)
14：00～16：00

「ファンタジア
（日本語字幕版）」
[1940 年作品・アメリカ]
制作：ウォルト・ディズニー

【休 館 日】
毎月第３月曜日
（12 月は 20 日です）
年末年始は
12 月 28 日（火）から
1 月 4 日（火）まで休館いたします

