よ
む
よ
む

今月の特集
その１４２ か・ら・だ♪ナビ 健康講座

認知症サポーター養成講座㏌図書館
参加者募集
認知症について知識を持ち、支援者として活動
する認知症サポーター養成講座を行います。
講話を通じて理解を深め、寸劇「ごはん まだ
かい？」を題材に具体的な声の掛けかたや、
手助けの方法について学びます。
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日時
場所
講師

平成３０年１１月２９日（木）
１０：３０～１２：００
帯広市図書館 １階多目的視聴覚室
郷 晃氏（帯広至心寮 認知症地域支援推進員）

★帯広市図書館から、こんなことを
発信しています。

【認知症サポーター養成講座】
★テーマ別オススメ資料

【気軽に楽しむ日本の古典】
【日本のスーパーフード甘酒】
★調べてみよう・レファレンス

【度量衡を調べる】

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ
2018.11 vol.143

＊受講料は無料ですが、事前申込が必要です。
定員 先着２５名（１１月３日より受付開始）
受講者全員にサポーターの証、オレンジリングを
お渡しします。
お申込み・お問合せ

帯広市図書館 電話０１５５－２２－４７００

帯広市図書館

★★★日本のスーパーフード甘酒★★★★

木々の紅葉がはっきりと彩りが美しい季節になりました。

よむ☆トショ

先月から、第７２回読書週間がはじまっています。図書館内

寒い季節に恋しくなる甘酒。甘酒には２通りの作り方があります。酒粕を

のあちこちの場所で、秋の夜長にぴったりの読み応えのある

お湯で溶いて砂糖を加えたものと、米麹と米を発酵させて作る米麹の甘酒

重厚な本から、ホッとひと息つけるリラックスできる本まで、

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

です。今、注目の発酵食品の「米麹の甘酒」を使った料理本を集めました。

幅広く「テーマ展示」を行っています。気になった本はどんど

米麹でつくるからアルコールは０％、子どもと一緒においしくいただけます。

ん手にとって、中身を覗いてみてください。
BOOK

あなたの気分にぴったりくる１冊と出合えるはずです。

□□■□ 気軽に楽しむ「日本の古典」■□■

『こうじ甘酒レシピ作りおき』 伏木暢顕；著
小学館 ２階一般 請求記号（596 フ）

１１月のカレンダー

NHK あさイチにも出演した「発酵王子」として親しまれている著者が紹介します。最初に

色のついている日は休館です。

米麹で甘酒をつくります。それを使って６種類の甘酒ダレを作り、料理に発展させていき

国語の授業で習ってきたはずなのに・・・どうしても、身構えてしまいがちな「古典作品」。想像するにはあまりにも生活環境が違いすぎる！
□□■
言葉の意味がわからない！とにかく難しそう！このようにお考えの方に、古典に触れるきっかけをあたえてくれる本をご紹介します。
今なお連綿と受け継がれ、新たなファンを増やしている物語のチカラ、長く愛され続けてきたその魅力を感じていただけたらと思います。
BOOK

『作家と楽しむ古典』 池澤夏樹ほか４名；共著

BOOK

ます。おいしくなる工夫や保存方法のアドバイスがわかりやすいです。
BOOK

光文社 １階生活 請求記号（596 タ）
「飲む点滴」と呼ばれ栄養バランスに優れ、消化の良い甘酒。調味料として、甘み、つな

『らくらく読める源氏物語』 山田真理；著

ぎ、だしの役割もできる万能食材に変身します。いつもの調味料に混ぜればさらに美味し

廣済堂出版 １階ヤング 請求記号（Y913 ヤ）

河出書房新社 １階文学２ 請求記号（910.2 サ）
池澤夏樹個人編集の「日本文学全集」で、古典の現代語訳・新

古典文学の代表格、紫式部の「源氏物語」。一千年も昔に出さ

訳を手掛けた作家たちによる、公開講座をまとめた内容です。古

れた長編小説を原文のまま読むのは確かに難しいです。しかし、

典のおもしろさや魅力、担当作品に対する想いや訳の工夫につ

この本は全編通じて重要で印象的な場面を欠くことなく、解説・図

いて語られています。このシリーズは現在３冊が刊行中です。

版つきのあらすじとしてまとめられています。

『料理用あま酒、はじめました。』 舘野真知子；著

さアップ。肉料理は特におすすめ、酵素のチカラで肉が柔らかくなり、いいこと尽くしです。
BOOK

『甘酒で作る麹のおいしいおかず＆スイーツ』 小紺有花；著
河出書房新社

１階生活 請求記号（596 コ）

甘酒を使えば、卵・白砂糖・乳製品・小麦粉を使わずにスイーツをつくることができます。
アレルギーがある方にも対応できるものです。味噌やみりんを使うことでまろやかで優し

BOOK

『今昔物語』 令丈ヒロコ；著 つだなおこ；絵

BOOK

『図説百人一首』 石井正己；著

いお味になります。巻末に市販の麹甘酒のおすすめが紹介されています。

岩崎書店 １階ヤング 請求記号（Y913 ス７）
「ストーリーで楽しむ日本の古典」シリーズは中高生向けに人

河出書房新社 １階文学２ 請求記号（911.14 イ）
競技かるたの影響で百人一首に関心が高まっています。百人

気小説家が古典作品をリライトしたものです。これは、今は昔・・・

の歌人それぞれの代表歌を集めたものです。全首の歌の意味と

で始まる短い話をたくさん集めた「今昔物語集」。その中から現

その背景、歌人の生い立ちを、現存最古とされるカルタを使い解

代の感覚でもおもしろい話を、読みやすく紹介しています。

説。美しいかるた絵や錦絵とともに雅な世界をご鑑賞ください。

BOOK

『福光屋の甘酒レシピ』 渡辺有子；著
PHP 研究所 １階生活 請求記号（596 フ）
金沢で３８０年の歴史がある酒蔵、福光屋の甘酒と、人気料理家の渡辺有子さんとの
コラボレーションで実現したレシピです。普段使いにぴったりの手軽でカジュアルな料理が
集められています。どのレシピも２人分ぐらいの食べきれる分量なのがうれしいです。
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●

〇
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の不思議なこと」について考えて

BOOK

みましょう。最新研究でわかった
こと、科学者たちのたゆまぬ努
力を知ることができます。

BOOK

『元素１１８の新知識』 桜井弘；編
講談社 ２階一般（431.11 サ）

BOOK

『面白くて仕事に役立つ数学』 柳谷晃；著
SB クリエイティブ ２階一般（410 ヤ）

BOOK

『英国王立園芸協会とたのしむ植物のふしぎ』
ガイ・バーター；著 北綾子；訳
河出書房新社 ２階一般（470.4 バ）

２０１６年、元素周期表１１３番に「ニホニウム」が

どんな仕事でも数値、統計、比率、計算などの数学

追加されました。この本は、自然界に存在する元素

的思考が必要な場面があります。どのような部分に注

１８０４年創立の英国王立園芸協会のカリスマ庭師が

約９０種類と人工元素を含んだ１１８種類の性質や

目して判断することがベストなのかをお教えてくれま

植物の疑問に答えます。タネと花、虫たちとの関係、地

発見過程を解説しています。元素が人間にどのよ

す。集めた数字を使い使いこなすセンスを育てたい時

中の世界のこと、１３０に及ぶ問いかけを明快に解決し

うに影響するかを意識してまとめられています。

に参考になる内容です。

ていきます。写真や図がとても美しい１冊です。

『天文学者が、宇宙人を本気で探してます！』
鳴沢真也；著 洋泉社 ２階一般（440.14 ナ）

BOOK

『生命の未来を語る』 本庶佑／中村桂子；共著
岩波書店 ２階一般（490.4 ホ）

BOOK

『ムリなく、ムダなく、小中学校の理科がしっかり
身につく。』 左巻健男；著 PHP エディターズ
２階一般（400 サ）

ノーベル医学生理学賞の受賞が決まった京都大学

が存在する！とニュースなどで話題になりました。

特別教授の本庶佑さんが JT 生命誌研究館館長中村

クイズ形式で気軽に読めます。中学校理科の学習を

地球外知的生命＝宇宙人を探す研究者や天文学

桂子さんと「生命観」について対談した内容をまとめた

基本内容（物理・化学・生物・地学）として、日常生活と

〇

者が世界中で観測や議論をしている最前線を日本

もの。健康と医療の関係や生命研究の急激な変化に

の関わり、教養として理解しておきたいことなど、図表

で第一人者の著者がまとめたものです。

ついて、さまざまな事例をあげて議論を展開します。

を多用してわかりやすい言葉で解説しています。

●●

宇宙人を発見したときの行動を示したマニュアル

●

自
然
科
学
の
本

秋の夜長はじっくりと、「世の中

その６８の段

レファレンス（reference）

©紀伊国屋書店新宿本店

参考・参照図書・問い合わせ・
図書館では、どのような手順で調べものをすると良いのでしょう？司書が
調査の過程を公開します。みなさんが調べるときの参考になれば・・・。

照会、リファレンスともいう
（『imidas』より）

質問）１ヘクタールは何坪か？

「続きが気になる本。」ございます。
つい、続きを読みたくなるような書き出しを紹介していきます。
物語をどんな言葉で始めるのか・・・、作家はとても悩むのでしょうね。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

回答）１ヘクタールは１０，０００平方メートル
１坪は約３．３０６平方メートル
１０，０００÷３．３０６＝３０２４．８
よって、約３０２５坪
＊単位の事典類をだいぶ調べたが直接の換算表は見つけられず、両方を平方メートルに
直して割り返した。計算式の数字はＲ813.1 シ『広辞苑』による。

①ばっつん、じゃっきん、ばっつん、じゃっきぃん。
歯切れの悪い音と共に、松の枝が落ち、緑の山ができてゆく。
がぎがぎ、ぐぐぐ、ばっつーん。
②茂みの中で息を殺し、もうどれほど待ち続けているだろう。

＊坪→尺貫法で使用する単位
＊アール→・ヘクタール→メートル法の単位を併用して使用する単位
関連資料
R609.03 ム 『数える・はかる・単位の事典』 武藤徹/編著 東京堂出版
609 イ 『知っておきたい単位の知識 改定版』 伊藤幸夫/ほか共著 SB クリエイティブ
609 イ 『よくわかる最新 単位の基本としくみ（国際単位系（SI）とその周辺』 秀和システム
609 タ 『単位と記号パーフェクトガイド』 誠文堂新光社
609.03 ア 『度量衡の事典』 阿部猛/著 同成社
調査終了後に見つけた資料に換算表が・・・。
609 シ 『単位と記号』 白鳥敬 学研マーケティング ｐ８８ この表が掲載されていた。

長くしゃがんでいたため、膝から下の感覚が麻痺し始めている。
③昭和三十四年十一月十日。
平野雅章は、横浜にある「十全病院」に向かって急いでいた。
目の前の仕事に忙殺され、もう五日も見舞いに行っていない。
病室に入るなり、雷が落ちることは間違いないだろう。
④午前十時二十六分、名古屋発の新幹線に乗り、日暮里駅に着
いたのが十二時四十分過ぎ。若干、名古屋のほうが暑かった気
もするけれど、そんなのはせいぜい天気の違い程度で、ありが
たく思うほど東京が涼しいわけではない。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇
①『光二郎分解日記』 大山淳子 講談社 913.6 オオヤ
②『キッチンコロシアム』 田中経一 幻冬舎 913.6 タナカ
③『愛を乞う皿』 田中経一 幻冬舎 913.6 タナカ
④『あの夏、二人のルカ』 誉田哲也 角川書店 913.6 ホンダ

