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＜こどもの読書週間記念事業＞ 

 

講師：とよたかずひこ 氏 

 ４月のこどもの読書週間には、絵本作家のとよたか

ずひこさんにお越しいただきました。 

 お手製の大型絵本や紙芝居をお持ちいただき、読み

聞かせを交えながらの講演。子どもも大人も楽しい、

とても素敵な時間でした。 

＜読書週間記念事業＞ 

 

講師：藤田浩子 氏 

 秋の読書週間には、「おはなしおばさん」で人気の藤田浩子

さんをお迎えしました。 

 おはなし会では、親子で楽しめるふれあい遊びや、おはな

しをしながらの新聞紙工作など、子どもたちも大喜びの楽し

いおはなし会でした。 

 講習会では、身近なものを使った手づくりのあたたかいお

はなしに、参加者も一緒に楽しみつつ様々なおはなしの技を

伝授していただきました。 

＜第４回図書館まつり～講演会～＞ 

 

講師：あべ弘士 氏 

 図書館まつりの講演会には、絵本作家のあべ弘士

さんにお越しいただきました。 

 動物たちのお話は、飼育員として実際に動物たち

と係わっていたあべさんならでは。中でもゾウのな

なちゃんのお話はとても印象的でした。また、ワー

クショップでは参加者の皆さんにも絵を描いてもら

いながら、動物を描くコツを教えていただきました。

驚きあり、笑いありのとても楽しいひとときでした。 

祝１０周年！ 

 

講師：升井純子 氏 

 毎年、ご好評いただいている童話創作講座。

２００１年からスタートし、１０周年を迎え

ました。また、講師の升井先生が第５１回講

談社児童文学新人賞を受賞されるなど、大変

嬉しい年となりました。 

図書館で活動しているおはなし会グループ大集合！ 

 

 図書館開館以来、今年で 23 回目となった合同お

はなし会。今回も大型絵本にブラックパネル、エ

プロンシアターなど楽しいお話がいっぱいでし

た。 

 また、グループ合同の出し物は『おおきなかぶ』。

なんと本当に巨大なかぶ
・ ・

が登場！会場の子どもた

ちにも手伝ってもらい、無事におおきなかぶがぬ

けました。 



 

 

  

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） 北海道に開拓使が設置さ

れたのはいつか知りたい。 

 

Ａ） 1869 年（明治２年） 

７月８日 

 

<出典>  

『北海道大百科事典 上  

あ～そ』358 頁 

       〈R031 ホ〉 北海道新聞社 

 

『開拓使と北海道』11 頁 

〈L211 エ〉 

北海道出版企画センター 
  

 

 

 

Ｑ） 最上川は日本三急流の 

一つだが、もう二つは何か。 

 

Ａ） 富士川 球磨川 

 

<出典>  

『日本国語大辞典 第６巻』  

278 頁 <Ｒ813 ニ> 小学館 

 

『大辞林』1933 頁 

        <Ｒ813.1 ダ> 三省堂 

 

『広辞苑 ６版』2142 頁 
       <Ｒ813.1 コ> 岩波書店 

Ｑ） ワシントン条約の対象とな

っている動物名を知りたい。 

 

Ａ） ゴリラ 北極熊 セイウチ 

ジャイアントパンダ など 

 

<出典>  

『国際条約集 ２０１０年版』  

      596 頁 <Ｒ329 コ>  有斐閣 

 

『解説条約集』403 頁 

    <Ｒ329 カ>  三省堂 

 

 

 

 

今月の特集  究
きわ

む・極
きわ

む  ～人・モノ・職業～ 
 

『オーケストラ楽器別人間学』  
<763 モ>  茂木 大輔 著 草思社       

音楽奏者エキスパート集団の楽器別

人格形成論。リアリティー溢れる分析。 
 

『ドキュメント宇宙飛行士選抜試験』 
<538.9 オ>  大鐘 良一 著 光文社  

ストレス環境、チームワーク、危機を

乗り越える力。熾烈を極めた試験に挑ん

だ候補者たちの人間力に迫る。 
 

『大向うの人々』 <774 ヤ>  

山川 静夫 著 講談社 

掛け声の人、大向うに魅了された著者

の爽やかな青春譚。大向う仲間や歌舞伎

の名優たちのエピソードも興味深い。 

 

『お客様がまた来たくなる 

極上のサービス』<689.8 カ> 

加藤 健二 著 日本実業出版社 

人を喜ばせる仕事に終わりはない。

一流のホテルマンに接客を学ぶ。すべ

ての仕事は「ありがとう」のために。 
 

『社会科見学に行こう！』 
<291 シ> 小島 健一 編 アスペクト  

 この世には、SF 映画より圧倒的な

世界が存在している。インフラ、研究

所、発電所、現場のエネルギーを体感。 

  
 

 

 

 

 

 
 

『ほった。』 <290.9 サ> 

坂本 達 著 三起商行  

 前著「やった。」では、有給休暇を

もらって世界一周を。今度は、お世話

になったアフリカで井戸を掘りに！ 

 

 

『最後の授業』 <289 パ> 
ランディ・パウシュ 著 講談社 

僕の命がある限り、どうしても伝え

たいことがある。夢を叶えようとして

いる君達へ。そして僕の子供たちへ。 
 

『雪の写真家ベントレー』 <E ユ>  
ジャクリーン・ブリッグズ・マーティン 著 

BL 出版 

美しいと想った雪の結晶の撮影に人

生を捧げたベントレーの伝記絵本。彼

を支えた両親の愛情もまた美しい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

『どさんこソウルフード』 
<L596 ウ>  宇佐美 伸 著 亜璃西社 

 食は文化。ザンギ、甘納豆赤飯、ニ

シン漬け…。道産子の味を、ユーモア

たっぷりに綴る“極私的フード記”。 
 

 

 

 

 

 

 

 
※< >は請求記号です。今月の特集コーナーに展示しています 
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書名／著者名／出版社／請求番号 

 来ちゃった／酒井 順子 文・ほし よりこ 画／小学館／291 サ  

共用品という思想／後藤 芳一・星川 安之 著／岩波書店／369.2 ゴ  

きことわ／朝吹 真理子 著／新潮社／913 ア 

苦役列車／西村 賢太 著／新潮社／913 ニ 

 人はなぜだまされるのだろう？／安斎 育郎 監修／かもがわ出版／Ｋ40 ヒ 

理科室の日曜日／村上 しいこ 作・田中 六大 絵／講談社／Ｋ91 リ 

ダメ！／くすのき しげのり 原作・いもと ようこ 文・絵／佼成出版社／Ｅ ダ 

うずらのうーちゃんの話／かつや かおり 作／福音館書店／Ｅ ウ 

 

こ
ど
も
向
け 

お
と
な
向
け 

『ｕｔａｇｅ・宴』 朝倉かすみ 他（北海道出身作家） 

道内の作家で構成された“北の作家書き下ろしアンソロジー”と題された

本作。題名の通りアンソロジーならではの豪華な共演が楽しめます。お目当

ての作家がいる人も、北海道出身作家の本が読んでみたいけど何を読んだら

いいかわからない、という人も入門書として楽しめます。 

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。 
＜９１３ ウ＞ 

世界の聖地バイブル 
アンソニー・テイラー 著 

鈴木 宏子 訳／ガイアブックス 

世界中の神秘的なパワースポット

を網羅したカラーガイド。アンデス高

地にある謎の都市マチュピチュから

シナイ山麓の聖カタリナ修道院まで、

信仰や祈祷、神秘体験にまつわる場所

を紹介する。 

2 月に入った本の一部です 

胸さわぎのクルーズ 
矢口 敦子 著／講談社 

名門女子大の学生寮で同室だった

3 人が久々に同窓会で出会い、一緒

に旅行でもしようと意気投合。誕生

日が来れば 60 歳という 3 人にとっ

て、豪華客船での旅は、素晴らしき

人生を予感させる出会いや事件の連

続だった！ 

 

 

木いちごの王さま 
サカリアス・トペリウス 原作 

きしだ えりこ 文／集英社 

 木いちごを摘みに森へ行ったテッ

サとアイナは、奥へ奥へと進むうち、

迷子になってしまいます。ところが

2 人には次々と丌思議な出来事が起

こって…。小さな命とやさしい心の

大切さを教えてくれる物語。 

おしまいのデート 
瀬尾 まいこ 著／集英社 

親の離婚後に会う孫と祖父、元丌

良の教え子と定年間近の老教師、捨

て犬を見つけた OL と大学生…。こ

の世はいろんなデートで溢れてい

る。待ち合わせのワクワクする気持

ちや別れる時の切なさを描く。 

＜162 テ＞ 

＜913 セ＞ ＜913 ヤ＞ 

＜K94 キ＞ 
＜Ｅ ア＞ 

あいうえおおきなだいふくだ 
たるいし まこ 作／福音館書店 

「あ」んこがたっぷり、おおきな

だいふく。「い」きなりどーんともり

のなか。「う」さぎがこどものおみや

げに、「え」－んやこらとひっぱった

けど…。あいうえお順に楽しくおは

なしが進む絵本。 

 

 

＜210.4 フ＞ 

戦国武将の肖像画 
二木 謙一・須藤 茂樹 著 

／新人物往来社 

描かれたのは生前か、死後か。本

人か、なぜ描かれたのか。織田信長・

武田信玄などの戦国武将と、お市の

方・江といった戦国女性の肖像画を

収録。絵に隠されたその人物の性格

や好みを明らかにする。 
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12 日(土) 11：00～    くりねずみ（図書館職員） 

13 日(日) 11：30～    日曜おはなし会 しゃぼんだま 

16 日(水) 11：00～    おはなしの会 ピノキオ  

19 日(土) 14：00～  おはなしぐるんぱ 

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 

 

 

 

 

 

5 日(土) 14：00～  おはなしぐるんぱ 

 

おはなし会 １階おはなしコーナー  

● 3 月 6 日(日)  

14：00～14：30 

「はなさかじいさん 

一休さん 

つるのおんがえし」  
 

● 3 月 20 日(日)  

14：00～16：05 

「ぼくのおばあちゃん」 
[2008 年作品・日本] 

監督：榊 英雄 

      出演：菅井 きん 

         岡本 健一 

         阿部 サダヲ  ほか 

             

上映会 ２階ＡＶ室 

 ３月の図書館行事 

【休 館 日】 

毎月第３月曜日 

（3 月は 21 日です） 

 

 

 

 

 

 

【開館時間】 
 

 

 

 

 

午前 10：00～午後７：00 

 

 

人間の精神界に関わる資料が分類され

ます。大きく分けると哲学・宗教となり

ますが、心理学や倫理学なども分類され

ます。右側に例をいくつかご紹介します。 

１４７ 超心理学・心霊研究 

→伝説・民話以外の怖い話や妖怪、幽霊

などはこちらに含まれます。 

１４８ 相法．易占 

→手相や風水、名前の本などはこちらに

含まれます。 

152 ア 

 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つずつ紹介します。 

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ます。 


