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プログラム

くりねずみ

『へんてこへんてこ』ほか

ぐるんぱ

『ピーターパン』

ピノキオ

『なぞなぞ誕生会』

しゃぼんだま

『たろうくんのじどうしゃ』 （大型絵本）

グループ合同

『おおきなかぶ』

あべ弘士（あべ・ひろし）

（パネルシアター）

（ブラックパネルシアター）
（エプロンシアター）

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

名探偵大集合

『僕たちの好きな金田一耕助』
<910 ヨ>

宝島社

『緊急指令十津川警部を解剖せよ』 『名探偵コナン
<910 ニ>

西村京太郎

著 鳥影社

徹底解剖！十津川警部データベース

『シャーロック・ホームズ家の
料理読本』<596 ク>
ファニー・クラドック

名探偵金田一耕助が手掛けた事件
の全記録を紹介。

著

昌文社

ホームズの家政婦ハドスン夫人が
紹介する、ヴィクトリア時代の食卓。

『明智小五郎読本』<910 エ>
住田忠久 著

『僕たちの好きな明智小五郎』

長崎出版

<K51 メ>

建設 FILE』
日本建設業団体連合会

名探偵コナンのキャラクターが紹介
する、建築物案内。

『なぜアガサ・クリスティーは
失踪したのか？』<930 ケ>
ジャレッド・ケイド

著

早川書房

世間を騒然とさせたミステリの女王
の失踪、その謎にせまる一冊。

『御手洗潔攻略本』<910 シ>
島田荘司 著

<910 エ> 宝島社

原書房

島田荘司の作りだしたキャラクター
御手洗潔を、様々な角度で攻略。

明智小五郎の登場した全 6４作品
を解説。

『写真集シャーロック・ホームズ
の倫敦』<930 コ>

『シャーロック・ホームズと
金田一耕助』<930 サ>
実吉達郎

～東西の名探偵たち～

小林司

著 毎日新聞社

著

求龍堂

明智小五郎をよりディープに知る
日本の名探偵との比較から考える、 事ができるマニアックな一冊。
ちょっと変わったホームズ論。
『ミス・マープルの愛すべき生涯』

『名探偵ポワロの華麗なる生涯』

930 ハ>

<930 ハ> アン・ハート 著

昌文社

作者をもってして“鼻もちならな
い”と言わしめる名探偵ポワロ。彼を
より深く楽しめる一冊。
※<

<930 ハ>

アン・ハート

著

昌文社

クリスティの作りだしたもう一人
の名探偵ミス・マープル。彼女を総合
的に知ることができる研究書。

ホームズが活躍したロンドン。彼の
ゆかりの場所を写真に収めています。

>は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています

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。
今回は図書館職員

Ｙ氏

のお気に入りです

世界中の子ども達に愛される丌思議な魅力の絵本を紹介しま
す。
やんちゃ坊主のマックスはある晩おおかみのぬいぐるみを着
るといたずらをはじめて大暴れします。怒ったお母さんに叱ら
れ部屋に閉じ込められたマックスがその後丌思議な島へと辿り
着き、かいじゅうたちに出会うおはなしです。是非、おやすみ
前のお子さんに読んでいただけたらと思います。
絵本が映画化（実写版）し、館内のＡＶコーナーでＤＶＤも
＜Ｅ カ＞

ご覧頂けます。

１月に入った本の一部です
イクメンで行こう！
渥美 由喜 著
／日本経済新聞出版社
子育ての経験が仕事力を高める！
男性が育児と仕事を両立するための
仕事術や育児・家事のコツ、イクメ
ン・ライフの楽しさや苦労などを、ス
＜366.7 ア＞
トーリー形式で楽しく紹介する。

交通事故に遭った時、あなたを救
うたった一冊の本

＜681.3 コ＞

アディーレ法律事務所 編
／丸善プラネット
交通事故被害時における賠償金の
適正価格の基準、わかりますか？事
故発生から後遺症、示談、訴訟まで
のプロセスをわかりやすく解説。

蕃東国年代記

醜聞の作法
佐藤 亜紀 著／講談社
18 世紀末、金持ちの狒々爷とのぞ
っとする縁談を壊すために公爵夫人
が取った手段は、誹謗文。そう、パ
リ中に噂を撒けばよい。その代筆屋
として選ばれた、哀れな弁護士ルフ
＜913 サ＞
ォンの運命やいかに…。

＜913 ニ＞

メルストーン館の不思議な窓
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 著
原島 文世 訳／東京創元社
魔術師だった祖父が亡くなり、メ
ルストーン館を遺されたアンドル
ー。だが、魔術師につきもののあれ
これまでアンドルーに引き継がれる
＜Ｋ93 メ＞ ことになり…。にぎやかではちゃめ
ちゃな魔法譚。

＜Ｅ ア＞

西崎 憲 著／新潮社
吸い寄せられて、蕃東へ。三尾の
竜、宝玉を探す男、草や鳥を涙させ
る尐女…。日常に怪異跳梁し、人心
が夢魔を呼び出す。郷愁の国で永遠
に暮す、貴族宇内と尐年藍佐の物語。

アンネの木
イレーヌ・コーエン＝ジャンカ 作
マウリツィオ・Ａ.Ｃ.クゥアレーロ
絵／くもん出版
13 歳の尐女アンネは、隠れ家で、
かごに閉じこめられた小鳥のような
生活を送っていました…。
「アンネの
日記」の作者アンネ・フランクに、
自由への希望をあたえたマロニエの
木が残した物語。

書名／著者名／出版社／請求番号

お
と
な
向
け
こ
ど
も
向
け

漂流 本から本へ／筒井 康隆 著／朝日新聞出版／019 ツ
作って楽しむつるし雛／下田 美知子・森 幸枝 監修／誠文堂新光社／594 ツ
一刀斎夢録 上・下／浅田

次郎 著／文藝春秋／913 ア

こちらあみ子／今村 夏子

著／筑摩書房／913 イ

ダヤン、クラヤミの国へ／池田 あきこ 著／ほるぷ出版／Ｋ91 ダ
翼のある猫 上・下／イサベル・ホーフィング 著・野坂 悦子 訳／河出書房新社／Ｙ9４ ツ
おにはそと／せな けいこ作・絵／金の星社／Ｅ オ
バムとケロのもりのこや／島田 ゆか 作・絵／文溪堂／Ｅ バ

『凍原』

桜木

紫乃

著（釧路市出身）

釧路湿原で弟が失踪して１９年後、札幌の自動車販売会社に勤める男が釧路で殺
害される事件が起こる。男は青い目の日本人で、自分のルーツを探していたらしい。
女刑事になった比呂は、弟の失踪時担当していた刑事と捜査を始める。二つの時代
から別々の視点で描かれる物語が交差し徍々に謎を解き明かしていく。
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

サ＞

２月の図書館行事
おはなし会 １階おはなしコーナー
5 日(土) 14：00～ おはなしぐるんぱ
16 日(水) 11：00～ おはなしの会 ピノキオ

上映会 ２階ＡＶ室
● 2 月 6 日(日)
14：00～14：30

「うらしまたろう
ゆきおんな
おむすびころりん」

19 日(土) 14：00～ おはなしぐるんぱ

● 2 月 20 日(日)
14：00～16：10
20 日(日) 11：00～ Ｅ絵本くらぶ（えいごおはなし会）
26 日(土) 11：00～ くりねずみ（図書館職員）
27 日(日) 11：30～ 日曜おはなし会 しゃぼんだま

「『海角七号』
君想う、国境の南」
[2008 年作品・台湾]
監督：ウェイ・ダーション
出演：ファン・イーチェン
田中

千絵

ほか

読みたい本をうまく探せない、本がどんな順番で並んでいるのかよくわからな
い、そんな方のために図書館での本の分類や配置について簡単に説明していきたい
と思います。

図書館の本は『日本十進分類法』に従って分類されています。背ラベルの数字はこ
の番号です。スペースの関係があるので、大きな分類を１つずつ紹介していきます。

913

ア

「総記」といっても、実際にどんな本が
ここに分類されるのかピンときませんよ
ね。中でもよく訊かれるものをいくつかご
紹介します。

【開 館 時 間】
午前 10：00～午後７：00

００７ 情報科学
→パソコンの本などがここに含まれま
す
０１９ 読書法・図書評論法
→読み聞かせ、ブックトークなどの本も
ここに含まれます

【休 館 日】
毎月第３月曜日
（2 月は 21 日です）

