
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 タイトル 著者 回数 

１ ホテルローヤル 桜木 紫乃 471 

２ 火花 又吉 直樹 415 

３ 虚ろな十字架 東野 圭吾 400 

３ 人生がときめく片づけの魔法 １ 近藤 麻理恵 390 

５ ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野 圭吾 384 

６ マスカレード・ホテル 東野 圭吾 382 

７ １Ｑ８４ ＢＯＯＫ１ 村上 春樹 381 

８ ラプラスの魔女 東野 圭吾 372 

９ 祈りの幕が下りる時 東野 圭吾 350 

10 境遇 湊 かなえ 346 

 タイトル 回数 

１ だるまさんと 429 

２ はらぺこあおむし 423 

３ どうぶついろいろかくれんぼ 351 

３ だるまさんの 351 

５ ノンタンはみがきはーみー 330 

６ だるまさんが 322 

７ しろくまちゃんのほっとけーき 320 

８ にんぎょひめのなみだ （アンパンマン） 308 

９ ロールとローラうきぐもじょうのひみつ（アンパンマン） 301 

10 わたしのワンピース 295 

 

マナー向上推進の一環として、汚破損本の展示をします。 

２０１８年３月（Ｎｏ．１３２） 

【開館時間】１０：００～１９：００ 

【休館日】毎月第３月曜日（3 月は 19日です） 

 

 

4 日(土) 14：00～   おはなしぐるんぱ 

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 

千歳市立図書館 
指定管理者㈱山三ふじや 

〒066-0046千歳市真町２１９６番地の１ 
ＴＥＬ ０１２３－２６－２１３１ 

FAX ０１２３－２６－２１３３ 

E-mail toshokan@e-fujiya.com 

ホームページ http://library-city-chitose.jp 

千歳市立図書館は、1988 年 2 月に自然豊かな青葉公園に移築して、開館

30 周年を迎えました。 

図書館はこれからも、市民の皆さまに喜んでいただけるよう努めて参り

ます。暮らしに役立つ本や、楽しめる本などをそろえ、また、様々なイベ

ントなどを開催し、皆さまのご来館をお待ちしています。調べものや、お

探しの本が見つからない場合など、お気軽に職員へお声掛けください。 

30 周年を迎えた市立図書館をどうぞよろしくお願いいたします。 

職員一同 
 

 

 

※児童書部門では、原ゆたか著の「かいけつゾロリシリーズ」、ヤングアダルト部門では、J.K. ローリング著

の「ハリーポッターシリーズ」、上橋菜穂子著の「鹿の王」が上位を占めました。 



 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

             2 月に入った本の一部です。 

赤川次郎著『三毛猫ホームズ』をご存じの方は多いと思いますが、今回は、新たに魅力的で、事件解決

を導く登場“猫”物をご紹介。西條奈加著『猫の傀儡』主人公、額に三本筋のある猫のミスジです。  

猫町に暮らす野良猫のミスジは、憧れていた猫の順松の後を継いで傀儡師となりました。(傀儡師とは、

人を遣い、人を操り、猫のために働かせる。一方、傀儡は暇であり、察しと勘がよく、数奇心があり、な

によりも猫好きが条件) さっそく、履物屋の飼い猫のキジから、花盗人の疑いを晴らしてほしいとの訴え

に、勝手に傀儡に選ばれた売れない狂言作者の阿次郡を連れ出し、真の犯人捜しを始めます。 寄せられ

る悶着に対処していく中で、やがて、先代傀儡師失踪の真相が立ち現われ…。傑作時代“猫”ミステリー！ 

＜913 オ＞ 

 

春待ち雑貨店ぷらんたん 
岡崎 琢磨 著／新潮社 

京都にあるハンドメイド雑貨店『ぷらん

たん』。店主の巴瑠のもとには、悩みを抱え

た客人が訪れる。その一つ一つの悩みに寄

り添い、優しく解きほぐしていくが、そん

な彼女にも人には言えないある秘密が…。 

＜Ｅ ト＞ 

 

＜627 ハ＞ 

 

はじめてでも失敗しない 

花づくりの基本 100 
古賀 有子 監修／主婦の友社  

 植物の基礎知識や園芸に必要な道具な

どを写真とともに解説。園芸初心者でも簡

単にできるよう、基本の「き」をわかりや

すく、ていねいに指導します。 

邪馬台戦記 1 闇の牛王 
東郷 隆 作 佐竹 美保 絵／静山社 

 3 世紀初頭。クナ国は数年置きにウク

イ村から少年少女を奴隷としてさらっ

ていく。少年ススヒコは、幼馴染のツナ

テが奴隷になることを知り、自らもクナ

国へ。邪馬台国の謎に迫る冒険小説。 

百年泥 
石井 遊佳 著／新潮社 

 インドのチェンナイで三か月半を過

ごした私は、百年に一度の洪水に遭遇

する。かつて綴られなかった手紙、聞

かれなかった歌。洪水の泥から百年の

記憶が蘇る。第１５８回芥川賞受賞作。 

 

＜913 イ＞ 

 

＜Y9１ ト＞ 

 

作りおきなし！朝 10 分！ 

考えないお弁当  
重信 初江 著／家の光協会 

 毎日お弁当の献立を考えたり、作り

おきしたりしなくて大丈夫！１シーズ

ン１０品をおぼえれば、朝１０分で作

れます。新発想のらくらく弁当。 

 

 

 

ともだちのやくそく 
中川 ひろたか さく  

ひろかわ さえこ え／アリス館  

 わにのカイとうさぎのウーは、別々の学

校に行くことになり、なかなか会えずにい

た。そこで、カイはウーに手紙を書いて送

ることに。入園・入学にぴったりの一冊！ 

＜596 シ＞ 

 

3 日(土) 14：00～   おはなしぐるんぱ 

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 上映会 ２階ＡＶ室 

11 日(日) 11：30～  日曜おはなし会 しゃぼんだま 

18 日(日) 11：00～  E 絵本くらぶ（えいごおはなし会） 

21 日(水) 11：00～  おはなしの会 ピノキオ   

24 日(土) 11：00～  くりねずみ（図書館職員） 

25 日(日) 11：30～  日曜おはなし会 しゃぼんだま 

 

 

● 3 月 4 日(日)  14：00～14：30 

「コルボッコロ」[2016 年作品] 
 

鈴は開かずの間と呼ばれる場所を探検し、不 
思議な種を見つける。発芽すると謎の生物が！  
 

● 3 月 18 日(日) 14：00～16：10 

「青い青い空」[2010 年作品] 
 

書道部に入部した高校生が、型破りの教師や 
仲間達と共に大会を目指す感動の青春映画！  
 
 

   

 

 

 

10 日(土) 11：00～   くりねずみ（図書館職員） 

5日(土) 14：00～   おはなしぐるんぱ 

 

特別上映会 ２階ＡＶ室 

●  3 月 11 日(日)  14：00～15：35 

「ハルをさがして」[201５年作品] 

監督・脚本：尾関 玄  出演：小柴 大河 ほか 

 

 

 

 
  

３．１１後の僕らのスタンド・バイ・ミー 

 2012 年夏、都内で暮らすノボル達は、震災後、

福島から東京に自主避難してきているチエコから

福島に残してきた愛犬ハルを探してほしいと、依

頼を受ける。4 人のひと夏の冒険が始まった―。 
 

  

くぐつ 


