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その１４３ 年末恒例の貸出拡大！ 

 

今月の特集 

★帯広市図書館から、こんなことを 

発信しています。 

【年末恒例の貸出拡大】 

★テーマ別オススメ資料 

【文豪たちと（の）あれやこれや】 

【ＴＨＥ職人】 

★調べてみよう・レファレンス 

【米の加工品について】 

 

 

帯広市図書館 
〠080-0012 

帯広市西２条南１４丁目３－１ 

http://www.lib-obihiro.jp 

 
 お問合せ 帯広市図書館 電話０１５５－２２－４７００ 

 

年末年始の休館 

１２月２８日（金）～１月３日（木） 
休館中、本の返却は返本ポストをご利用ください。 

DVD や CD は破損の恐れがありますので、お手数ですが 

カウンターにて返却をお願いします。 

年末恒例の貸出拡大  
１２月１４日（金）～２７日（木）期間中 

本は１５点、DVD・CD は５点まで 

３週間借りることができます。 
 

      ２０１８年１２月        ２０１９年１月 

色のついている日が休館です。 

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

https://1.bp.blogspot.com/-TW4kQxZ2Bcc/W5i2VUKaHBI/AAAAAAABO2I/c6hOyjFlBnMkprCnxvRY9Cn2QDwB8HYfQCLcBGAs/s800/eto_inoshishi_kakizome.png
https://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_29.html
https://3.bp.blogspot.com/-Y-xDJriX2RY/VlmePKxWF0I/AAAAAAAA1Ko/SHvZBSF32js/s800/nenga_mark23_tako.png
http://www.lib-obihiro.jp/mobile/mblindex.html


       

 

 

          

 

        

            

                 

   

   

『イタリアの小さな工房めぐり』 大矢麻里；著 

新潮社 ２階一般 請求記号（750.23オ） 

 文藝作品に登場する道具、食べ物、そして場所や宿などを紹介

しています。森鴎外のビールジョッキ、池波正太郎のポークカツレ

ツ、川端康成の天城湯ヶ島など・・・。彼らがこよなく愛したものか

ら見える文豪たちの素顔はどんなものでしょう？ 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『文豪の家』 田村景子；監修  

エクスナレッジ １階文学２ 請求記号（910.26ブ） 

 現存している文豪の家、夏目漱石の「漱石鴎外旧居」、幸田露

伴の「蝸牛庵」、谷崎潤一郎の「倚松庵」など３６か所を写真で公

開。多くは文学館として保存・公開されており「文豪の家」には、思

考、感覚、気分といった彼らの当時の面影が残されています。 

BOOK 

 文豪とは、文章・文学にぬきんでている人。文章・文学の大家。（『広辞苑』より）人物名や作品名は国語や現代文の授業で馴染み深いこと

と思います。近年、文豪をキャラクターにしたマンガやゲームが発表されたことで、若い世代を中心に「文豪ブーム」が巻き起こっています。 

それに伴い、文豪たちの作品解説や人物紹介などの作家研究本が新たに出版されています。そんな文豪を再発見できる資料を集めました。 

 

 

BOOK 

１２月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

「日本最高峰の靴職人」と呼ばれた男がいます。製靴業の仕事が栄えていた時代、１７

歳で靴職人に弟子入り、異例のスピードで技術を習得します。機械化によって靴が大量

生産されるようになっても、腕一本で勝負する渡り職人として技を磨き極めました。 

BOOK 

 

『文豪のすごい語彙力』 山口謡司；著 

さくら舎 ２階一般 請求記号（814ヤ） 

『パリのキッチンで四角いバゲットを焼きながら』 中島

たい子；著 ポプラ社 １階文学１（914.6ナカジ） 

 

『至高の靴職人』 竹川圭；著 

小学館 ２階一般 請求記号（584.7 タ） 

読者に想像させ、作品世界に誘う重要な要素である表現力。芥

川龍之介は『或日の大石内蔵之助』の中で「白い光を放つ梅の

花」を「的皪（てきれき）たる花」と書き、幸田文は『流れる』の中で

「作り声をやめた地声」を「糖衣を脱いだ声」としました。雰囲気が

ぐっと伝わってくる文豪たちの語彙を楽しんでみてください。 

 パリの叔父夫婦の生活に魅了された中島さん。毛玉

のついたセーターでもなぜかおしゃれ。掃除も料理も、

なんとなく手抜きなのにものすごく居心地のいい家。折

しもアラフィフを迎え、人生後半戦に不安を感じていた

悩みをスッキリ解決してくれ、お手本として指針をくれ

た「フランス流 風通しのいい暮らし方」。 

 手縫いの靴、銀線を用いた美しい伝統工芸「フィリグラーナ」、優美な造形で優しい音色

のハープなどを手がけるイタリアの職人たち。国や文化が違っても、ものづくりへの情熱

は万国共通。世界の一級品を手掛ける、素晴らしい技術と心意気の数々をご覧あれ。 

 

   □□■□ 文豪と（の）あれや、これや ■□■

□□■ 

 

 
 

 

ライフスタイルが大きく変化する５０代。子どもの独立、

定年後の自分の将来設計、親の介護などが目前に迫っ

てきます。人生を見つめ直すリセット整理は５０歳からが

スタート！体力・気力・自分のための時間がある今こそ

取り組みたいものです。整理のコツ、捨てる方法もさまざ

まな提案がされているので参考になります。 

『近代大阪職人（アルチザン）図鑑』 大坂歴史博物館；編著  

青幻舎 ２階一般 請求記号（750.21オ） 

BOOK 

 

『もし文豪たちが現代の文房具を試しに使ってみたら』  

福島慎子/寺井広樹；共著 ごま書房新社 ２階一般（589.73フ） 

 タイトル通りの想像が弾ける１冊。芥川賞受賞を切望し長い長

い巻紙を使って手紙を書いた太宰治には「蛇腹折り便箋」。メモ

を画鋲で固定していた安部公房には「付せん」など、文豪の性格

や作品に応じた便利で最適な文房具をご提案。「もしあの文豪が

試し書きをしたら」という仮説ストーリーも収録。 

よむ 

『５０歳からのリセット整理術』 中山真由美；著 

集英社 １階生活（597.5ナ） 

 

 

 アルチザンとはフランス語で職人を意味します。この本は、大阪歴史博物館所蔵の幕末

から明治にかけて、大阪で活躍した職人たちのみごとな作品を解説しています。象牙の

根付や、木でできた骨格標本、生首？と間違いそうな人形の頭部などをカラーで紹介。 

 

 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆ 

BOOK 

 

トショ 

BOOK 

 

『パリの漆職人 菅原精造』 熱田充克；著 

白泉社 ２階一般 請求記号（752.2ア） 

BOOK 

 

BOOK 

『子どもと一緒に身につける！ラクして時短の「そうじ 

ワザ７６」』 新津春子 小学館 １階生活（597.9ニ） 

 

 

 平成最後の１２月となりました。この冬は比較的暖かくて、

まだ根雪にもなっていないので過ごしやすいですね 

市民文藝 第５８号 １２月１５日 発刊 

５月～８月に作品を公募していました帯広市「市民文藝」で

すが、１００名の方より１０８３作品の応募がありました。 

このたび、優秀作品を集録した作品集を発刊します。 

図書館（３階事務室）、市内書店にて１０００円で販売します。 

 

 世界一清潔な空港（羽田空港）をいつも磨き上げ

る清掃人が教える掃除ワザ。正しく効果的な掃除

の方法を写真と解説で子どもにもわかりやく伝えま

す。基本を知ればタオル１本と３種類の洗剤だけ

で、自分の部屋も学校もきれいに掃除することがで

きます。 

★★★ＴＨＥ 職人★★★★   
職人とは、若いうちから修行に打ち込んでいる！経験による技術に自信を

持っている！厳しくて怖そうだけど渋くてかっこいい！そんなイメージがありま

せんか？日本が誇る伝統工芸や手作業に従事している実際の職人さんたち

の、生き様や仕事にかける想いが伝わる本を紹介します。 

 

BOOK 

 

 明治大正期にパリで漆芸をしていた日本人「スガワラ」。生涯一度も帰国せず、フランス

工芸界で巨匠と慕われた菅原精造とはどんな人物だったのか。ふとした興味から調査を

はじめ、わずかな手がかりをもとに地道に探索し続けた２０年間の記録です。 

『人生は手放しただけ豊かになる』 マルガレータ・マグヌ 

セン；著 上原裕美子；訳 三笠書房 ２階一般（159.79マ） 

  スウェーデン発の終活本。親や配偶者を見送り、自

身も高齢になり自分の後始末を誰かに押し付けること

に抵抗を感じます。そして、少しずつ持ち物を手放し身

軽になることを実行していきます。心境の変化や捨て

るルールがシンプルに書かれており読みやすいです。 

『整理・整頓が人生を変える』 小野裕子；著 

法研 ２階一般（002.7オ） 

 ファイリング・コンサルタントが教える、家庭での書類

整理術です。毎日届く手紙や書類、子どもの学校関係、

地域のお知らせ、医療関係、貯蓄や保険、家電の説明

書・・・。大量のペーパー類の整理と保存方法はもちろ

ん、デジタルデータの扱い方もわかります。 

 

BOOK 
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 何かと節目を迎える今年の１２

月、気になるのは整理整頓、大

掃除、捨ててスッキリしたい！！

という方に、今からでも間に合う

捨て方教えます。 

BOOK 

 

『ＮＯ ＢＡＧＧＡＧＥ 心の「荷物」を捨てる』 クララ・ベン 

セン；著 青木高夫 秀和システム ２階旅行（293.09ベ） 

  

 
生真面目な自分を変えたいと、出会い系サイトで

知り合った大学教授のジェフと３週間の海外旅行

に出かけることになったクララ。相手は計画しない、

荷物を持たないミニマム旅を２０年続ける猛者。  

さて、クララとジェフの身一つ旅の結末は？ 

『文豪と暮らし 彼らが愛した物・食・場所』 開発社；編 

創藝社 １階文学２ 請求記号（910.26ブ） 

https://2.bp.blogspot.com/-FxC07KhHkmo/UaVWMY8zWwI/AAAAAAAAUEY/o9HGgIcZKAo/s800/akutagawa_ryunosuke.png
https://4.bp.blogspot.com/-vh1s_dfZHeA/UYzZe0LJtQI/AAAAAAAAR7E/fhWESIHs4gk/s800/oosouji_gomidashi.png
https://4.bp.blogspot.com/-XMQUHDbtfPg/UYzZhi6hgWI/AAAAAAAAR7k/ipmlKbUd9xg/s800/oosouji_yukafuki.png
https://2.bp.blogspot.com/-axD_5JfhGoM/U5hUgG72bEI/AAAAAAAAhKc/Le2ajxOCTTg/s800/kirakira4.png
https://www.irasutoya.com/2016/07/blog-post_70.html


         

                                                        

   

 

 

 

                                 

 

 
 

「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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○● 

 

①密生するクマイザサをかき分け、かき分け、四つん這いで進ん 

 だ。心身ともに限界は超えていた。熱の影響か極度に視野が 

 狭くなり、顔の前、ほんの数尺分の笹しか見えない。スナイドル 

 銃は度々藪に引っ掛かり煩わしかったが、奥平八郎太は決して 

 掴んだ負い革（スリング）を放そうとはしなかった。 

 

②岩盤浴フロアのぶ厚いドアを開けると、密度の詰まった熱気が

顔に押し寄せてきた。中に入りドアを閉じると、さっそく身体中

が暑い夏の豪雨の日並みの湿気にきつく包まれた。 

  

③枝豆大にぷっくりとふくらんだピンク色の斑点が、横ならびに二

つ、三段にわたって、額に載せた氷のうのように垂れている白

い横腹に浮き出していた。 

 

④晴れているけど、東京よりはいくぶん暑さはやわらいで感じられ

た。八月終わりの太陽。東京から新幹線に乗り、途中で普通電

車に乗り換え、駅からはバスに乗った。いつもなら車だ。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『維新の羆撃ち』 経塚丸雄 河出書房新社 913.6キヨウ 

②『意識のリボン』 綿矢りさ 集英社 913.6ワタヤ 

③『オールドレンズの神のもとで』 堀江敏行 文藝春秋 913.6ホリエ 

④『消えていく日に』 加藤千恵 徳間書店 913.6 カトウ 

その６９の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

レファレンス（reference） 

参考・参照図書・問い合わせ・

照会、リファレンスともいう 

（『imidas』より） 

 

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・・・。 

 

質問）米の加工品について（米からコメ加工品になる流れが図解でわかるもの） 

食育関係の仕事をしており、 小学４年生に説明する参考にしたい。 

 

調査）小学生向けの資料（児童書）で、図表などの多いビジュアル的なものを探す。 

米は多様性があるので、検索機ではヒット数が多く絞り切れないため、農業・料理・食文化

の棚より目視で本のサイズが大きく、内容も見やすいものを中心に選ぶ。 

 

回答）以下の７冊と参考資料として２冊から選んでもらうようにした。 

６分類より（分類６１．６→食用作物 ６１．９→農産物製造・加工） 

６１．６ オ５ 『お米なんでも大百科⑤ お米をおいしく食べよう！』２００６年 ポプラ社 

６１．９ タ２ 『食べものはかせになろう② 米・麦からつくる食べもの』 ２０１０年 ポプラ社 

５分類より（分類５９．６→食品料理） 

５９．６ ク３ 『くらべてわかる食品図鑑③ 米とこく類』 ２００７年 大月書店 

５９．６ タ１ 『たのしく たべよう たべもの絵本① ごはんのはなし』 ２００４年 農文協 

５９．６ タ  『つくって食べたい ほかほかごはん』 ２００９年 文研出版 

３分類より（分類３８．３→衣食住の習俗 飲食史・食文化） 

３８．３ ハ５ 『発見体験日本の食事⑤ おにぎり』 ２００２年 ポプラ社 

３８．３ ハ１ 『食で地域探検① 米・麦の郷土料理』 ２００３年 岩崎書店 

 

この２冊は一般書（２階の書架にあり、大人向け） 

６１６イ    『４７都道府県 米／雑穀百科』 ２０１７年 丸善出版 

６１６．２１コ 『コメの注目ブランドガイドブック』 ２０１７年 日本食糧新聞  

＊このほか、パスファインダー（資料案内） 「お米のなぜなに」も一緒にご提案する。 

 

 

 

田植え     刈り取り（収穫）       精米       米加工品 
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https://www.irasutoya.com/2013/06/blog-post_7028.html
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