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今月の特集
その１３３ 語り手育成講習会 ステップアップ編

語り手育成講習会 ステップアップ編
あなたの声を響かせましょう
発声を学ぶ講座を開催します。
おはなし会で経験を積んでくると、より良い読み聞かせを目指すよう
になります。
絵本を読む声はきちんと聞こえているかしら？
うしろの子どもたちにも届いているかしら？
最近、年齢のせいか大きな声が出にくい。
滑舌がスムーズにいかないから読めない。
こんな悩みを解決します！
加藤美果先生をお迎えして、発声や滑舌、声の響かせ
かたについて学びます。
読み聞かせをしたい方・している方ならどなたでも
参加できます。

期日 ２０１８年３月９日（金）１０：３０～１１：５０
場所 帯広市図書館 １階 多目的視聴覚室
費用 無料ですが、事前申し込みが必要です。
定員 ４０名（申し込み先着順）
申込 電話にて、２月９日（金）から受付開始
★当日は動きやすい服装でお越しください★
お問合わせ・申し込み

帯広市図書館（0155-22-4700）

★帯広市図書館から、こんなことを
発信しています。
【語り手育成講習会・ステップアップ】

★テーマ別オススメ資料
【５０代のあなたへ・・・】
【○○○○のつくりかた】
★調べてみよう・レファレンス

【スケート靴を調べる】
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帯広市図書館

寒さが厳しい季節になりました。図書館には、風邪や

よむ☆トショ

インフルエンザ予防のための本、冬を楽しむための本
があります。ぜひ、ご活用ください。
とかちジュニア文芸 第８号の入選者が決まりました。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

入選作品を収録した作品集は、２月２５日（日）に発行
します。販売価格３００円で図書館３階事務室にて取
扱いを行います。どなたでも購入できます。

■□■□□50 代のあなたへ・・・■□■■□
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〇〇のつくりかた

★★★★

本の題名に「つくりかた」と入っている本を集めてみました。さまざまなもの
が自分で作れることに驚きます。これらの本を参考にして世界でひとつだけの
私のもの、大切な人への贈り物など、アイディアとセンスでオリジナリティを追求
するのも楽しそうです。
BOOK

『やさしい石けんのつくりかた』 浅野さゆり；著
文藝春秋 ２階一般 請求記号（576.53 ア）

2 月のカレンダー

コールドプロセス製法で作る手づくり石けんの本です。工程はすべてカラー写真でわか

色のついている日は休館です。

りやすく、材料も苛性ソーダの扱いに気をつければプロ顔負けのものができそう。石けん
を固める型は牛乳パックで大丈夫です。廃油を使ったエコソープの作り方も掲載。

医療技術の進歩により、１００歳時代の到来が予想されています。自分らしい豊かな老後を過ごしたいと、誰しもが願うことだと思います。
自分や家族の健康、仕事やお金などの将来設計に関する心配事が増えてくる折り返し地点の５０代。どんなことを準備し、備えておけばいい
のでしょうか？そんなあなたの、セカンドライフの充実のために、お役立ちの本の紹介です。
『５０歳からはじめる人生整理術』 柴田和枝；著

BOOK

BOOK

BOOK

KK ベストセラーズ ２階一般 請求記号（002.7 ス）
杉浦さやかさんの旅の記録は、観光地の雑誌記事の切り抜き、写真、お土産のラベ

『５０歳から始める介護されない体づくり』 杉山ゆみ；著

ルなど、どれもちょっぴりだけスクラップして残しています。自分でコラージュした私だけ

合同フォレスト ２階一般 請求記号（498.3 ス）

日経 BP 社 ２階一般 請求記号（007.60 シ）

『スクラップ帖のつくりかた』 杉浦さやか；著

わかっているけれどなかなか手をつけられない身辺整理。大変

老後は何と言っても健康が一番重要。あらゆるパーツが、曲が

なのが、思い出の写真整理。経年劣化も見受けられるが捨てたく

り角を迎える５０代の体力をひしひしと感じているあなた。運動と

ない。プリントされた写真をデータで残す方法をはじめ、デジタル

食事で無理なくできる生活習慣改善に挑戦しませんか？老化を

遺品の考え方をわかりやすく説明している本です。

防ぐことはもちろん、健康寿命を１０歳延ばしましょう。

のうれしい思い出たちを１冊に記録して、折々に読みかえす楽しみを見つけませんか。
BOOK

『ポップアップの作り方』 ポール・ジャクソン；著
大日本絵画 ２階一般 請求記号（754.9 ジ）
紙を広げると飛び出すポップアップ、基本は「紙を折って切る」ですが、その角度によっ
て表情が変わります。いろいろな技法をわかりやすく紹介しており、バリエーションも豊富

『５０歳から考えるお金と仕事 ２０１７』

BOOK

BOOK

日経 HR ２階一般 請求記号（367.7 ゴ）
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『お母さん、その服なんとかしよ！』 あっこたん；著
飛鳥新社 ２階一般 請求記号（589.2 ア）

定年後もまだまだ働ける６０代、セカンドキャリアのために何か

おしゃれになりたいお母さん５４歳に容赦ないダメ出しをする高

準備をしていますか？やがて歩む生活設計を早い時期からご夫

校生の娘。昭和ファションを引きずる世代にイマドキファッションの

婦、ご家族で話し合って、人生の可能性を広げてみましょう。

コツをお伝えします。少しの工夫で、時代と TPO に合った等身大

鉄則は、“プライドはスッパリ捨てること”、早い人は定年前から

のナチュラルシックなおしゃれ５０代に変身できます。おしゃれな、

始めている就活。近い将来、７０代現役社会がやってきます。

お母さんになるとともに表情にも変化が・・・。

近年、縄文時代が再注目され
ており関連書籍も多く出版されて

BOOK

います。今回は、新しく蔵書に加
わった本を中心に紹介します。
遥か昔、古代の人たちの生活が
わかると親近感がわいていきま
す。
BOOK

『知られざる縄文ライフ』 譽田亜紀子；著
誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（210.25 コ）

BOOK

です。贈り物にひとこと添えるカードから、しかけ絵本まで手作りできます。
BOOK

『サイン・署名のつくり方』 署名ドットコム；著
スモール出版 ２Ｆ一般 請求記号（728.7 シ）
有名人じゃないからサインを書くことはない、と思っていませんか？日常生活でクレジッ
トカード決済や宅配便の受け取りなど、自署する機会は様々あり、グローバル時代でその
需要は高まってきています。世界に一つだけの自分のサインを作ってみませんか。

『にっぽん全国土偶手帖』 譽田亜紀子；著
世界文化社 ２階一般 請求記号（210.25 コ）

BOOK

『縄文美術館』 小川忠博；写真
平凡社 ２階一般 請求記号（702.12 オ）

縄文時代のイメージを覆す驚きの新事実がわか

日本全国の土偶を一挙公開！よく見ると、コミカルで

縄文時代の出土物が細部まで見えちゃう写真集。

る内容です。小学生時代に教科書で学んだ頃から

ユーモラスな姿をしていて思わず笑ってしまいます。

大きなサイズの写真で紹介されています。こんなにも豊

調査研究が進みわかったことが紹介されていま

お守りや祈りの儀式に使用されていた土偶ですが、厳

かな文化が１万５千年前にあったのか・・・と信じられな

す。縄文人のライフスタイルなど、生活環境を中心

粛さより、愛情を込めて作られたという印象です。土偶

い気持ちになることでしょう。その発想力や創造力に、

に解説しているので親近感がわきます。

に興味を持ってもらおうという著者の熱意を感じます。

ただただ驚きながら縄文美術に思いを馳せてください。

『北海道の古代・中世がわかる本』 関口明；ほか著
亜璃西社 ２階ビジネス 請求記号（211.02 ホ）

BOOK

『縄文時代』 能登健；著 河出書房新社
２階一般 請求記号（210.25 ノ）

BOOK

『縄文土器ガイドブック』 井口直司；著
新泉社 ２階一般 請求記号（210.25 イ）

北海道の古代と中世は、いったいどのような時代

縄文時代について、旧来の通説を検証していく資料

縄文土器の説明を読んでいると「〇〇式」という土器

だったのでしょう？軽やかな筆致のため、２万５千

です。近年、新しい遺跡の発掘や出土遺物の発見によ

型式にぶつかります。この本では、型式の分類ルール

年をイッキ読みできます。道内各地で出土された遺

り、研究資料が集積されたことで考古学ブームが巻き

や特徴はもちろんのこと、日本各地の土器型式を図表

物をモデルに解き明かします。各項目に参考文献

起こっています。この資料はカラー写真を多用している

と写真で初心者にもわかる言葉で説明しています。

が示されていますので、もっと知りたいときには次

ためイメージも膨らみやすく、解説も簡潔でわかりやす

縄文の由来である、土器表面の装飾や縄目模様のつ

の資料がわかる親切さも兼ね備えた入門書です。

い「学び直しの１冊」に最適です。

け方もわかります。

その 59 の段

レファレンス（reference）
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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

照会、リファレンスともいう

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・・・。

「続きが気になる本。」ございます。

（『imidas』より）

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。

質問）２月の冬季オリンピックでスピードスケートの高木美帆選手が使用するスケート靴のメー
カーの会社名と電話番号が知りたい。

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白兎事件の一ヶ月ほど前、兎田孝則は東京都内で車を停め、

回答） 高木美帆選手→日本スケート連盟 ナショナルオールラウンド強化選手
日本体育大学所属（野外スポーツ系運動学群氷上スポーツ研究室助手）

空を眺めていた。「白兎事件の一ヶ月ほど前」という言い方は間
違っているのかもしれない。

調査 インターネットで高木美帆選手/スケート靴とキーワードを入れて確認していく。
②寒さで震える肌に、久々の暖かい日差しが照りつけた二○一五

①『日本経済新聞』電子版 2017/7/16 駆ける魂 備わった五輪への覚悟 スピードスケート高木美帆
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO18708120R10C17A7US0000/

【周囲から勧められても新しいスケート靴に替えることを拒んできた頑固者が、ソチ五輪後す
ぐに２足新調した。それまで道具は提供品などで賄ってきたが、今は自費で妥協せずに選ぶ
ほどこだわりを持つ。】（2017 年 7 月 11 日夕刊掲載）

年春、横浜みなとみらいに屹立するランドマークタワー六十八階
のレストランからは、西にそびえる富士山の山が一望できた。
③初夏をつげる恒例の平安神宮の薪能を二晩つづけて観て、ほ
か、洛中はむろん、西山、北山、東山のどこの寺社・荘園へも寄
らず、かれはひとり、ぼんやりと黙したまま、往きと同じ高速バス

②『Sports Japan』2016 年 5・6 月号（vol.25）ｐ37（所蔵なし・ｗｅｂより取得）

に乗って名古屋へ帰ってきた。

https://www.japan-sports.or.jp/portals/0/data0/fair/people/images/sportsjapan16_05_06.pdf

「わたしのフェアプレー」インタビュー⑲ 高木美帆（スピードスケート）
【同期がオランダにスケート靴を作りに行くと言ったんです。（中略）思いっきって２足作りまし

④春の雨が続いていた。緩やかな風に乗って湿った木材の匂いが

た。道具に対して関心が薄かった私が、自分から求めなければという意識に変わっていまし
た。】

そうなのだ。床一杯に飛び散った削りくずは冬の間にからからに

流れてきている。匂いは敬蔵のアトリエから流れてくる。いつも
乾く。だが、この時期になると湿気を含んで匂いの成分を辺りに
ばらまくのだ。

★靴を新調したということまでは判明したが、スピードスケート専門誌などもなく、新聞報道等か
らも、これ以上の情報を得ることはできなかった。ほかの選手のインタビューなどを確認して
いくと、スピードスケート靴職人という方に依頼をしている選手が多い様子。

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇

①『ホワイトラビット』 伊坂幸太郎 新潮社 913.6 イサカ
②『横浜大戦争』 蜂須賀敬明 文藝春秋 913.6 ハチス

オリンピックに向けて、今後、さまざまな報道や情報が出てくることを期待して終了とした。

③『岩塩の女王』 諏訪哲史 新潮社 913.6 スワ
④『神（カムイ）の涙』 馳星周 実業之日本社 913.6 ハセ

