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◆◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています◆◆ 【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 

【「映画会」を知っていますか？】 

◆よむ☆トショ（テーマ別オススメ資料） 

【幸せのカタチ】 

【「考える」ということ】 
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【鹿の角を使ったアクセサリー】 
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帯広市図書館では、毎月「こども映画会」と「大人向け映画会」を開催

しています。入場無料・事前申込不要ですので、たくさんの方のご来場をお待

ちしています。  

※開催日・タイトルは図書館ホームページでご確認ください。 

※駐車場が混み合うことが予想されますので、公共交通機関を 

ご利用ください。 

 

「こども映画会」 こども向けの映画会を開催します。 

・日 時 ： 毎月第２日曜日 １４：００～ 

・場 所 ： １階 多目的視聴覚室 

※月によっては、第２日曜日以外の場合がありますので、ご注意ください。 

 

「日曜映画会」 大人向けの映画会を開催します。 

・日 時 ： 毎月第４日曜日 １４：００～ 

・場 所 ： １階 多目的視聴覚室 

※月によっては、第４日曜日以外の場合がありますので、ご注意ください。 

帯広市図書館の「映画会」を知っていますか？ 



 

 

              

          

 

    

       

        

   

   

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 

『東大教授が教える知的に考える練習』 （141.5 ﾔ） 

２Ｆ一般  柳川 範之／著  草思社 

大量の情報をうまく使いながら、じっくり考え、解決策を見出すためにはどうしたら

いいのか。大情報量時代の新しい「頭の使い方」を５章に分けて紹介していま

す。「考える土台」が身につくはずです。 

 

『「日本バイアス」を外せ！』 （304 ﾊ） 

２階一般  パトリック・ハーラン／著  小学館 

お笑い芸人パックンが、「原発」「少子化」「基地」「年金」「北

方領土」など、いま日本が抱える待ったなしの問題をバイア

ス（先入観・固定概念）を外して世界の視点で解説します。 

日本は「世界幸福度ランキング」で１５６カ国中５８位ですが、何を

もって幸せと感じるのかは人それぞれです。 

古今東西、人類が追い続けるさまざまな幸せのカタチをのぞいてみ

ませんか。 

BOOK 

BOOK 

『東大を出たあの子は幸せになったのか』 （367.21 ﾋ） 

２階一般  樋田 敦子／著  大和書房 

東大を卒業し電通に入社した高橋まつりさんが過労で自殺し

たのは２０１５年。さまざまな東大卒女子がたどった軌跡を追

うことで見えてくるのは・・・。 

『和の香りを楽しむ「お香」入門』 （792 ﾜ） 

２階一般  山田松香木店／監修  東京美術 

暮らしを豊かにする和の香り「お香」。「お香」の歴史

や文化、普段の生活のなかで役立つ使い方やアイ

デアなどを紹介。香りを楽しみながら長い夜を過ごす

のはいかがですか。 

 

『「自分」で考える技術』 （141.5 ﾜ） 

２Ｆ一般  鷲田 小彌太／著  ＰＨＰ研究所 

哲学者である著者が「思考の技術・基礎編」でソクラテスやデカルトの思考法を

紹介し、哲学にもふれることができ「思考の技術・実践編」では「書く」ことによる

思考の整理術や思考を飛躍させる方法など参考にしたいものがあります。 

『幸せのしずく』 （748 ｱ） 

２階浮世絵  浅井 美紀／著  扶桑社 

帯広市在住の写真家浅井美紀さんが写し出す小さな小さな

世界。被写体を１／２倍から等倍で写すことのできるマクロレ

ンズを通して見た、しずくとアリが織りなす瞬間に魅せられま

す。 

よむ☆トショ 

『アロマワックスサシェの作り方』 （576.6 ｼ） 

２階一般  篠原 由子／［著］，主婦の友社／編 

主婦の友社 

アロマワックスサシェはドライフラワーが美しくあしらわ

れ、インテリアとしても目で楽しむことができます。 

季節の素材や好きな飾りを組み合わせた、手作りな

らではのデザインを楽しめる一冊です。 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

BOOK 

BOOK 

『週末でつくる紙文具』 （754.9 ﾅ） 

２階一般  永岡 綾／著  グラフィック社  

ノートやスクラップブックなどを「書く」「整理する」「保

存する」の目的別に、それぞれ１０種類ずつ計３０通

りの紙文具の作り方を紹介。使うほどに愛着がわく自

分だけの紙文具。手作りの良さを再発見できる一冊

です。 

先月から、第７３回読書週間

事業が始まっています。図書

館内では≪テーマ展示≫を

各コーナーで行っています。 

気になった本はどんどん手に

とって見てみてください！ 

★☆★ 「考える」ということ ★☆★ 

『ひふみんの将棋の一二三』 （796 ﾂ） 

２階一般  津江 章二／著，加藤 一二三／監修 

神宮館 

加藤一二三・九段が超初心者の方でも楽しく簡単に

指せるように、将棋の基本について解説する一冊。 

ルールを覚え、じっくり時間をかけて戦法や戦略方

法などを考えて将棋を楽しみましょう。 

『偏愛読書トライアングル』 （019.9 ﾀ） 

２階一般  瀧井 朝世／著  新潮社  

書評やインタビューで引っ張りだこの著者が、純文学

やノンフィクションなどジャンルを超えて本当に愛して

いる本だけを紹介。この一冊があれば当分、本選び

には困らないかも？！ 

秋も深まり、夜が長く感じら

れる季節を迎えましたが、

みなさんはどんな夜をお過

ごしでしょうか？ 

今月はそんな夜を過ごすの

にオススメな本をご紹介しま

す。 

『イヌ・ネコペットのためのＱ＆Ａ』 （645.9 ｲ） 

２階一般  山根 義久／監修  

動物臨床医学研究所／編著  パイインターナショナル 

散歩は雨の日でもしたほうが良い？など、ペットの飼

い方の基本・病気・しつけなどに関する６４９の悩み

に答えます。ペットのことを理解して、ステキな時間

を一緒に過ごしてみませんか。 

『「働く幸せ」の道』 （589.73 ｵ） 

２階一般  大山 泰弘／著  ＷＡＶＥ出版 

日本理化学工業はチョーク製造販売会社で、社員の約７割

を知的障がい者が占めています。「人間の幸せは、働くことに

よって手に入れることができる」という真理に至るまでの道のり

と未来への展望に勇気づけられます。 

≪１１月のカレンダー≫ 

■□ 幸せのカタチ □■ 『考えるとはどういうことか』 （141.5 ﾄ） 

２Ｆ一般  外山 滋比古／著  集英社インターナショナル 

知ることとものを考えることは違う。知識が増えるほど、自由な発想で考えられな

くなる、と著者は感じています。この情報があふれる社会で、自由に考えるには

どうしたらいいのか。自由な思考法を提案しています。 

 

『物理学者が教える筋道たてて考える技術』 （141.5 ｼ） 

２Ｆ一般  志村 史夫／著  大和出版 

数学や物理の「考え方」を利用し、「客観的に見る」「思考を整理する」「筋道を

たてる」という順に進んでいきます。文系の人でも大丈夫。ぶれない軸を持つた

めに「筋道をたてて考える技術」を手に入れましょう。 

 

BOOK 

BOOK 

BOOK 

BOOK 

情報化社会になり、様々な情報があふれています。自分で必要な情報を取捨選

択できるよう「考えること」を見直してみませんか。 

本の紹介は… 『書名』・（請求記号）・本のある場所・著者名・出版社名の 

順番で表記しています。（※著者名が無い場合あり） 

BOOK BOOK 

BOOK 

BOOK 

BOOK BOOK 
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「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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その８０の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

図書館では、どのような手順で調べものをしているの？ 

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…。 

 

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） 

質問） 鹿の角を使ったアクセサリーの作り方が知りたい。鹿の角の活用法でも良い。 

 

調査） 検索キーワード：角／鹿／アクセサリー／角・細工／角・加工など。 

     上記キーワードで検索するもヒットなし。関係する狩猟などの本で調べてみる。 

 

回答）  

・『Ｑ＆Ａはじめよう！シカの資源利用』（６４５．３９タ） 

…Ｐ２７～３２ シカは資源としてどのように活用できるかについて記述あり。 

加工の仕方について記述なし。 

・『シカの飼い方・活かし方』（６４５．３９ミ） 

…Ｐ５７ シカ角のペーパーナイフやペンダントの写真あり。 

Ｐ１３１～１３３ 角（幼角・枯角など）の活用について記載あり。 

角の特長として、加工しやすい・丈夫な性質という記述あり。作り方について記述なし。 

・『これからはじめる狩猟入門』（６５９コ） 

…Ｐ２２６～２２７ 獲物の解体と活用方法で、角のキーホルダーの作り方について記述あり。 

・『猟師が教えるイカ・イノシシ利用大全』（６５９タ） 

…Ｐ４４～５６ 皮・牙・角のハンドクラフトについて記述あり。 

・『ボーンカービング入門』（７５５．４タ） 

…Ｐ３４～P６６ 動物の骨や角を削って作るアクセサリーについて記述あり。 

①「この世で一番大事なものはカネだ。異論は認めん」 

山賀は、それが当然だという口調で言い放った。しかい人懐っこ

い表情を崩さないままだったので、聞いていた結城はつい言葉

を返してしまう。 

「おカネは二番目で、一番はやっぱり命じゃないんですか」 

 

②六月一日、私のもとに一通の手紙が届いた。 

私の事務所はとある街角の雑居ビルの三階にある。 

 

③二ヵ月ぶりに母親から電話がある。私は少し緊張して携帯を取

る。相手の用件は大抵私の近況を確認するみたいなのばっかり

だから何か報告すべきことあったっけと即座に考え始めてるけれ

ど、そんな私に母親が言う。 

 

④タイル張りの広い調理台のとなりには、大鍋を載せたガスコンロ。

調理用の薪ストーブは、食堂との境に鎮座している。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇ 

① 『笑え、シャイロック』 中山七里／著，KADOKAWA，913.6 ﾅｶﾔ 

② 『２０ ＣＯＮＴＡＣＴＳ』 原田 マハ／著，幻冬舎，913.6 ﾊﾗﾀﾞ 

③ 『されど私の可愛い檸檬』  

舞城 王太郎／著，講談社，913.6 ﾏｲｼﾞ 

④ 『オリンピックがやってきた』  

堀川 アサコ／著，ＫＡＤＯＫＡＷＡ，913.6 ﾎﾘｶ 

 

 

調べてみよう！レファレンス 


