◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています その１◆
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※その２は裏表紙を見てね♪

とかちジュニア文芸 第１０号 作品募集のお知らせ
今年も十勝に住む子ども（小学生～１８歳以下）による文芸誌「とかちジュ
ニア文芸」の作品募集が始まります。

【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 その１
【とかちジュニア文芸 第１０号
作品募集のお知らせ】
◆帯広市図書館から、こんなことを
発信しています その２
【〔図書館ペディア！〕を
知っていますか？】

●募集する作品は、小説・童話・戯曲・詩・短歌・俳句の全６ジャンルで
す。（同じジャンルに複数の応募はできません。）
併せて、「とかちジュニア文芸 第１０号」の表紙絵イラストも募集します。
今年の募集テーマは「読書」です。

◆よむ☆トショ（テーマ別オススメ資料）

●募集要項（応募票付き）は図書館内に設置しています。
そのほか、帯広市図書館ホームページにも掲載しています。

ＣＩＴＹ

（図書館ＨＰ 👉 https://www.lib-obihiro.jp）

※作品応募の際には「個人応募票」の添付が必要です。
※詳しくは「文芸誌応募要項」
「表紙絵応募要項」をご覧ください。

【あちこち散歩】
【アニメーション】

ＬＩＢＲＡＲＹ
2019.8 vol.152

【募集期間】 ２０１９年８月１日（木）～１０月１０日（木）必着

【応募作品の提出・お問い合わせ先】

帯広市図書館
〒080-0012 帯広市西２条南１４丁目３番地１

電話：0155-22-4700

FAX：0155-22-4701

帯広市図書館
〒０８０-００１２

帯広市西２条南１４丁目３番地１
https://www.lib-obihiro.jp

○●○ アニメーション ○●○

≪８月のカレンダー≫
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帯広市では１０月４日までク
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ールビズを実施しています。
それに伴い、図書館内では

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

冷房温度を２８度に設定して
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「アニメーション」の語源になっているラテン語の「アニマ」は、命を吹き込む、絵に魂を入れ
る、といった意味からできた言葉です。十勝を舞台にした連続テレビ小説「なつぞら」はヒロ
インがアニメーターを目指す物語。今回は、アニメーションに関する本を集めてみました。
BOOK

本の紹介は… 『書名』・（請求記号）・本のある場所・著者名・出版者名の

います。ご理解、ご協力をお
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順番で表記しています。（※著者名が無い場合あり）

願いいたします。
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高畑監督と一緒に映画を作ってきた仲間たちの話や、映画作りにかける思いな

『アニメーション、折りにふれて』 （778.77 ﾀ）
高畑 勲／著

岩波書店

ど、監督の人間像に迫るエッセイ集。
アニメーション監督「高畑勲」のすべてがこの一冊に凝縮されています。

◆◇◆ あちこち散歩 ◆◇◆

天気の良い日には外を散歩し、雨の日にはいろいろな本を読んで散歩気分
を味わってみませんか？何か面白い発見があるかもしれません。

BOOK

『アニメで見た空と雲のある風景の描き方』 （778.77 ﾊﾞ）
２Ｆ一般

Ｂａｍｂｏｏ／著

ナツメ社

「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」の表
BOOK

BOOK

『東京近郊スペクタクルさんぽ』 （291.3 ﾐ）
２階旅行

宮田 珠己／著

新潮社

『ヨーロッパの路地・散歩道』 （293.08 ｳ）

紙の背景画を手掛けたスタッフが、アニメ―ションの背景における空と雲をパソコ

２階旅行

ンのソフトで描くことについて解説した本。制作裏話が面白く書かれています。

上野 美千代／写真・文

光村推古書院

いつもの「しみじみ」とは一味違う、出会いがしらに「えええ

アドリア海へとつづく石畳の細い路地、小さな運河の裏通り、

っ！」と声をあげるくらいびっくりするようなスペクタルな散歩

カラフルな家に挟まれたメルヘンチックな通り、自然に囲ま

がしたい。そう思った著者が、東京近郊の驚きのスポットをご

れた小径など…。日本とは全く違う表情を見せるヨーロッパ

紹介。

の風景の写真集。

BOOK

『百瀬義行スタジオジブリワークス』 （778.77 ﾓ）
２Ｆ一般

百瀬 義行／画

一迅社

アニメーター、演出家、イラストレーターなど様々な顔を持つクリエイター百瀬義
行。「紅の豚」や「耳をすませば」などの貴重なメイキング素材を用いて、仕事と

BOOK

BOOK

『北海道ガーデン完全ガイド』 （629.23 ｵ）
２階一般

大泉 省吾／写真

世界文化社

その魅力をオールカラーで解説。ジブリ好きな人にオススメな一冊です。

『きょうもまた好奇心散歩』 （915.6 ｲｹｳ）
１階文学１

池内 紀／著

新講社

BOOK

紫竹ガーデン・真鍋庭園・十勝ヒルズ・十勝千年の森・六花

せんべいを求めて浅草や銀座を歩き、日本橋を歩けば不思

の森をはじめ、北海道内の個性あふれるガーデンのビジュア

議な看板を見つけ、小石川では視力回復を願いお寺にこん

ルガイド。景色や花々を美しい写真で紹介しており、本を見て

に ゃく をお供えする 。知る 人ぞ知る 遊歩人である著者の

いるだけで散歩した気分になります。

「日々発見の池内式散歩」を巡るエッセイ。
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今月は、「つくる」をテーマに本

□

■

自分で作ったものには不思議

BOOK

『「本をつくる」という仕事』 （022 ｲ）
２階一般

と愛着がわくものですよね。
を集めてみました♪
どうぞご利用ください♪♪

稲泉 連／著

BOOK

２Ｆ一般

森下 孝三／著

「ゲゲゲの鬼太郎」など、現在の「ジャパニメーション」を築き上げた著者が書い
たアニメーションの歴史本。この本を読めば日本のアニメの進化がわかる！
BOOK

さとう かよこ／著

一冊の本を作るには、作家と編集者以外にも重

植物・動物・鉱物など…。身近にあるもの、自分のお

要な役割を担っている職人・プロフェッショナルが

気に入りのものを「標本」にして美しく保存してみませ

いる。印刷、製本、書体などの本作りを支えるプ

んか？標本の作り方、飾り方から本格的な標本箱の

ロの話が満載。それぞれの仕事の奥深さがわか

作り方までを紹介しています。

『折り紙で作るディズニーキャラクター変身
グッズ！』 （376.15 ｲ）
２階一般

いしばし なおこ／著

世界文化社

BOOK

「スネイル・メイル＝かたつむり郵便」を楽しむ方法が
満載の一冊。E メールが普及し幅広く利用されている
この時代に、手書きの文字や手作りの封筒で気持を
伝えてみませんか？

『「生活の木」の手作り石けんの基本 新版』
（576.53 ｳ）
２階一般

梅原 亜也子／著

『スネイル・メイル』 （693.04 ﾏ）
２階一般 ミッシェル・マッキントッシュ／著
尾原 美保／訳 グラフィック社

日東書院本社

る一冊です。
BOOK

一迅社

日本のアニメーション黎明期から携わり、「白蛇伝」をスタートに「タイガーマスク」

『標本ＢＯＯＫ』 （460.73 ｻ）
２階一般

筑摩書房

『東映アニメーション演出家４０年奮闘史』 （778.77 ﾓ）

主婦の友社

ミッキー・ミニーマウスの耳やチップ＆デールのしっぽ

忙しい毎日だからこそ、上質なせっけんを使ってみま

など、ディズニーキャラクターの変身グッズを自分で

せんか？自分や家族の肌に合った世界に一つだけ

□

作ってみよう！１５ｃｍの折り紙で作る方法を紹介し

のオリジナルソープの作り方と石けん色見本帳が載っ

■

ています。

ています。

BOOK

『ヒンメリをつくる』 （711.6 ﾔ）
２階一般

山本 睦子／編

誠文堂新光社

「ヒンメリ」とは、フィンランドで古くから伝わる麦わらを
用いた伝統的な装飾品のこと。部屋の中でユラユ
ラと揺れる美しいヒンメリの作り方を写真と図
でわかりやすく解説しています。
お部屋のアクセントに作ってみませんか？

その７７の段

◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています その２◆

©紀伊国屋書店新宿本店

「続きが気になる本。」ございます。

〔図書館ペディア！〕 を知っていますか？

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。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●

➀－この飛行機は、約三十分後にアムステルダム、スキポール
空港に到着いたします。

みなさん！！！帯広市図書館から発信している 〔図書館ペディア！〕 を知っ
ていますか？
〔図書館ペディア！〕とは…

平成３０年７月に開始し、令和元年７月９日時点で、〔図書館ペディア！Ｖｏｌ．
７０〕 まで発信しています。
いつも帯広市図書館をご利用いただいている方はもちろん、まだ利用したこ
とがない方も要チェックです！！！
今まで知らなかった図書館情報と出合えるかもしれません！？

ＵＲＬ 👉 https://www.facebook.com/obihirocity/

クの開会式を見た記憶がある。
でもこれは何から何までおかしな話で、絶対に現実であったは

らせする情報発信企画です。

帯広市のｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）のページをご覧ください。

シートベルトの金具の音があちこちで聞こえる。
②幼い頃、祖父と二人してスタジアムの観客席に座り、オリンピッ

帯広市図書館に関するさまざまな情報を、ｆａｃｅｂｏｏｋ（フェイスブック）でお知

〔図書館ペディア〕を見るためには…

アナウンスが流れると、とたんに機内の空気が軽くなった。

ずがない。
③もうほとんど何もかも終えてしまったんじゃないかと僕は思う。
間違っていたらごめんなさい。
でも、そんな気がする。
どうしてかと云うと、次にすることを思いつかないからだ。

帯広市 facebook
👇 QR コード 👇

④これは失う物語だ。
私は何回彼を失うのだろう。
さて、本のタイトルは・・・◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
① 『南下せよと彼女は言う』 有吉 玉青／著，小学館，913.6 ｱﾘﾖ
② 『キュー』 上田 岳弘／著，新潮社，913.6 ｳｴﾀﾞ
③ 『おるもすと』 吉田 篤弘／著，講談社，913.6 ﾖｼﾀﾞ
④ 『何度でも、紙飛行機がとどくまで』
大城 密／著，KADOKAWA，913.6 ｵｵｼ

