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あべ弘士（あべ・ひろし） 絵本作家
1948 年旭川市生まれ。1972 年から 25 年間、旭川市旭山動物園飼育係
として勤務。在職中に絵本作家としてデビュー後、現在は退職し、絵本を中
心に活動を行う。主な作品に「あらしのよるに」「ゴリラにっき」など。
著書は 100 冊を超える。飼育係時代に描いた旭山動物園の理想図が、動物
園を復活へと導いたことでも知られる。

今月の特集

旅に出よう！

『時刻表を読みこなす』 <686.5 ウ>
牛山

『かおり風景１００選』<291 カ>

隆信 著 メディアファクトリー

主婦の友社

旅の楽しみは計画段階から…自分だ
けの旅を作り出す必読書。

海辺の潮の香り、森林や高原の緑の
香り、温泉の源泉から漂う硫黄の香り
など日本各地の香りの旅。

『駅弁掛け紙ものがたり』<596 ウ>
上杉 剛嗣 著

～まずは家読旅行へ～
『花を旅する』<S470 ク>
栗田

湯本

香樹実 文

『サボテン島のペンギン会議』<K48 サ>
『源平の風』<Y91 シ>
斉藤

椎名

誠 著

本の雑誌社

漂流記ベスト２０などちょっと変わっ
たおすすめの旅本を紹介。

『世界鉄道の旅』<686.2 サ>
櫻井

寛 編著

小学館

３０年間に取材した世界 81 カ国の
鉄道の中でも選りすぐりの 41 カ国、
93 列車の旅に出発進行！
※<

河出書房新社

最愛の友だちの「ことり」をなくし
てしまった「くま」の再生の旅。
川端

『日焼け読書の旅かばん』<019 シ>

岩波書店

『くまとやまねこ』<E ク>

けやき出版

鉄旅といえば駅弁。駅弁の中味は紹介
せずに、掛け紙から想像して日本を味わ
う旅。

勇 著

古典的詩歌を引用しながら１２カ月
の花の名所をめぐる旅。

洋 作

偕成社

不老不死と人間に化ける術を習得
したキツネの、時を旅する歴史ファン
タジー。

『北海道の方言紀行』<L818 イ>
石垣

福雄 著

北海道新聞社

北海道各地の方言の旅。

裕人 文

アリス館

フンボルトペンギンとその仲間たち
の故郷を訪ねる南米チリ・アルゼンチ
ンの旅。

『もしも宇宙を旅したら』<538.9 カ>
ニール・F．カミンズ 著
ソフトバンククリエイティブ

宇宙観光旅行時代に備えたガイド
本。地球に無事帰還するための手引書。

『おじいさんの旅』<E オ>
アレン・セイ 文・絵

ほるぷ出版

戦前、アメリカに渡った日本人男性
の人生という旅のアルバムを見てい
るような絵本。

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています

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）
「満漢全席（まんかんぜんせ
き）」とは何か知りたい。
Ａ）中国でつばめの巣、ふかひ
れなどの高級食材や珍奇な

Ｑ）池波正太郎の生没年月日を
知りたい。
Ａ）大正１２年１月２５日～

<出典>

日にわたって食べる料理の

<出典>
『世界大百科事典 ２７』
244 頁 <Ｒ031 セ> 平凡社
『簡明食辞林』
794 頁 <Ｒ588 カ> 樹村房

Ａ）山崎泰博

平成２年５月３日

材料を贅沢に用い、２～３
こと。

Ｑ）ロイズコンフェクトの社長
の名前が知りたい。

『帝国データバンク会社年鑑

<出典>
『人物レファレンス事典新訂増補
昭和（戦後）～平成編 あ～す』
159 頁
<R281 ジ> 日外アソシエーツ

2009

<R335 テ> 帝国データバンク
『札幌商工年鑑
177 頁

『３６７日命日大事典』257 頁
<R280 サ> 日外アソシエーツ

東日本』2507 頁

2008

上巻』

<Ｌ330 サ> 札幌出版

12 月に入った本の一部です
マクドナルドはなぜケータイで安
売りを始めたのか？

症状からわかるあなたの病気と
治療法

吉本 佳生 著／講談社
ゲーム機やテレビがどんどん高機
能になって安くなるのはなぜ？ネッ
トでいろいろなサービスが無料なの
＜337.8 ヨ＞ はなぜ？身近な価格の裏に隠れた驚
きの戦略を紹介。

松井 宏夫 著／実業之日本社
「フケが多くなった」
「見たい部分
がゆがんで見える」
「乳房にシコリが
ある」などの症状から、疑われる病
気を解説する。

＜492 マ＞

伏

下町ロケット
池井戸 潤 著／小学館
佃航平は宇宙工学研究の道を諦め
実家の町工場を継いでいたが、経営
はまさに崖っプチ。だが世界最先端
の技術で特許出願をしていた佃製作
所に、ロケット開発という思わぬ展
開が…。

＜913 イ＞

＜913 サ＞

かわうそ３きょうだいのふゆの
あさ

ドラゴンはキャプテン
茂市 久美子 作
とよた かずひこ 絵／国土社
ドラゴンがさらわれた！そのう
え、
「返してほしければ、雨をふらす
呪文をよこせ」と告げる怪しい電話
＜Ｋ91 ド＞ が。なかよしの子ぎつね・きいくん
とドラゴンが、なぞの事件に挑戦す
るお話。

贋作・里見八犬伝
桜庭 一樹 著／文藝春秋
娘で猟師の浜路は、江戸に跋扈す
る人と犬の子孫「伏」を狩りに兄の
元へやってきた。里見の家に端を発
した長きに亘る因果の輪が今開く！
ちっちゃな猟師の女の子の命を賭け
た大捕物。

＜Ｅ カ＞

あべ 弘士 作／小峰書店
寒い寒い冬の朝、かわうそ３きょ
うだいが雪のなかで出会ったのは、
大きな大きな…？旭山動物園で飼育
係だった絵本作家・あべ弘士が、い
ちばん好きな動物、かわうそを描く。

書名／著者名／出版社／請求番号

お
と
な
向
け

江戸グルメ誕生／山田 順子 著／講談社／383.8 ヤ
日本語ほど面白いものはない／柳瀬 尚紀 著／新潮社／810.4 ヤ
つるかめ助産院／小川 糸

戦国を終わらせた女たち／童門 冬二 著／日本放送出版協会／913 ド
つ

こ
ど
も
向
け

著／集英社／913 オ

の

青い一角の尐年／西沢 杏子 作・小松 良佳 絵／角川学芸出版／Ｋ91 ア
さらば、シッコザウルス／服部 千春 作・村上 康成 絵／岩崎書店／Ｋ91 サ
オオカミグーのなつかしいひみつ／きむら ゆういち 作・みやにし たつや 絵／童心社／Ｅ オ
ふゆねこ／かんの ゆうこ

文・こみね ゆら 絵／講談社／Ｅ フ

『感応連鎖』朝倉

かすみ

著（小樽市出身）

思いと視線により肥大化する自意識と外見。「夢の娘」を追い求める尐女
たちは思い描く自分になれるのか。作中に登場するリアルな女性の内面の醜
さに嫌気が差すのに、最後まで読むと不思議な後読感がじんわりと広がりま
す。
＜９１３

ア＞

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。

１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

● 1 月 9 日(日)
14：00～14：50

8 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

9 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

Hi
15 日(土) 14：00～

おはなしぐるんぱ

19 日(水) 11：00～

おはなしの会 ピノキオ

22 日(土) 11：00～

くりねずみ（図書館職員）

23 日(日) 11：30～

日曜おはなし会 しゃぼんだま

「銀河鉄道の夜」
[2007 年作品]
影絵・演出：藤城 清治
声：風吹 ジュン

● 1 月 16 日(日)
14：00～15：15

「ドリーミング」
[2009 年作品・日本]
製作・演出：浅利 慶太
出演：劇団四季

また、新しい年がスタートいたしました。１年が経つのはあっという間ですね。新
年はどんな年になるでしょう？皆様の１年が素敵な１年になりますように。
図書館は今年も皆様に気持よくご利用いただけるよう頑張ってまいりますので、ど
うぞよろしくお願い致します。わからないことやお調べもの、探している本が見つか
らない時などはお気軽に職員へお声をかけてください。

【開 館 時 間】
午前 10：00～午後７：00

職員一同

【休 館 日】
毎月第３月曜日
（1 月は 17 日です）

