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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 その１◆ 
その２は裏面を見てね♪ 

年末年始の休館日のお知らせ 

【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 

【年末年始の休館日のお知らせ】 

【貸出拡大企画のお知らせ】 

◆帯広市図書館から、こんなことを 

発信しています その２ 

【≪パスファインダー≫を 

知っていますか？】 

◆よむ☆トショ（テーマ別オススメ資料） 

【デザインがいっぱい】 

【木のぬくもり】 

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 

https://www.lib-obihiro.jp 

１２月２９日（日）～１月３日（金） は休館となります。 

休館中、本の返却は返却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。 

※１２月２７日（金）は月末休館日でお休みです。ご注意ください。 

貸出拡大企画のお知らせ 

【問合せ先】 帯広市図書館 TEL：0155-22-4700 

上記の年末年始の休館にともない、お休みの間みなさまにたくさん本や雑誌・ 

視聴覚資料を楽しんでもらうため、下記の期間に貸出拡大を行います！ 

ぜひ！この機会にご利用ください♪ 

◆貸出拡大期間◆ 

１２月１５日（日）～１２月２８日（土） 

◆借りられる冊数◆ 

本・雑誌 → 合わせて１５点まで 

視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤなど） → 合わせて５点まで 

◆貸出期間◆ ３週間 

ＣＩＴＹ 

ＬＩＢＲＡＲＹ 
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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     

『「囲炉裏暖炉」のある家づくり』 （527 ｵ） 

２Ｆ一般  大内 正伸／絵と文  農山漁村文化協会 

囲炉裏暖炉の似合う家といえば、やはり自然素材たっぷりの木造家屋です。木

を使って家や家具を作る時のノウハウなどが詳しく書かれています。囲炉裏暖炉

で暖をとるという生活にあこがれている方はぜひ参考に！ 

 

『京楽堂の消しゴムはんこコレクション』 （736 ｷ） 

２階一般  京楽堂／著  主婦の友インフォス 

こんなにも繊細な消しゴムはんこがあったなんて・・・。惑星、

鉱物、蝶や金魚からオオグソクムシまで、作者独自の世界

観が楽しめます。制作工程の解説と図案集を参考にチャレ

ンジしてみたくなる一冊です。 

年末年始の忙しい合間にも、パラパラとめくって一息つける、そん

なデザインのいろいろが楽しめる本を集めてみました。 

暮らしやイベント、お仕事など、お役に立てたら嬉しいです。 

BOOK 

BOOK 

『イメージを色で表現できる配色デザイン事典』 （757.3 ﾏ）  

２階一般  ｍａｓｈｒｏｏｍ ｄｅｓｉｇｎ／著  ナツメ社 

配色の本はいろいろありますが、イメージから色の組み合わ

せを提案してくれるのがこちら。「銀河の星屑」「蝶が舞う庭」

「オーロラの森」など、頭の中にある色の“こんな感じ”を具体

化するのに役立ちます。 

 

『世界の国境を歩いてみたら… 』 （290.9 ｾ） 

２階旅行  「世界の国境を歩いてみたら…」番組取材

班／著  河出書房新社 

島国の日本にはない国境線。国境線を越えるとガ

ラリと変わる景色や文化。 

国境周辺を歩いてみたからわかる、出会いと発見

の物語。 

『珍樹図鑑』 （653.21 ｺ） 

２Ｆ一般  小山 直彦／著  文藝春秋 

「珍樹」とは、木の幹や枝などに現れる、動物やキャラクターなどの顔や形にそっく

りな模様や形のある樹木。小山氏が見つけた、面白くて心があたたまる数多くの

珍樹を楽しむことができる図鑑です。 

『極上の招待状』 （727.08 ｹﾞ） 

２階一般  Ｇｅｓｔａｌｔｅｎ／編著  ビー・エヌ・エヌ新社 

図案はもちろん、素材や形、封筒など、どこからアイデアが浮

かんでくるのか。世界各地のデザイナーが手掛けた「招待

状」のコレクション。こんな美しいもの、楽しいものが届いたら、

是非出席したい気持ちになるはず。 

 

よむ☆トショ 

『自宅でチーズをもっと楽しむ本』 （648.18 ﾎ） 

２階一般  本間 るみ子／著  主婦の友社 

世界のナチュラルチーズ８０種とチーズのアレンジ

レシピなどを写真を使って分かりやすく掲載。 

食べたことも見たこともないチーズがいっぱい！ 

読むと絶対チーズが食べたくなるはず。 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

BOOK 

BOOK 

『世界の美しい学校』 （526.37 ﾊﾟ） 

２階一般  パイインターナショナル／編著 

パイインターナショナル 

こんな校舎で学んでみたいと思える、世界各国の

美しい学び舎を紹介。 

日本からは、クリスマス時期のイルミネーションが名

物の立教大学など５つの学校が掲載されている。 

今年も残り１ヶ月となりまし

た。２０１９年は元号が平成

から令和へと変わり、新時代

の幕開けとなった年でした。 

来年もたくさんの方のご来館

をお待ちしています！！！ 

○●○ 木のぬくもり ○●○ 

『世界の本好きたちが教えてくれた 

人生を変えた本と本屋さん』 （020.4 ﾏ） 
２階一般  ジェーン・マウント／著，清水 玲奈／訳 

エクスナレッジ 

１０００冊以上の必ず読むべき本と、世界の本屋・

図書館を紹介。本はただ読むだけじゃもったいな

い！作者を知り、デザインを楽しむ。新しい本の楽

しみ方を発見できる一冊です。 

 
『世界の文様カラフル切り絵』（726.9 ﾕ） 

２階一般  ゆまあひｍａｋｉ／著  誠文堂新光社 

世界各地の伝統文様を切り絵の図案にアレンジ。

初心者でも作りやすいものから立体作品まで、１０

１の作品を型紙付きで紹介。 

切り絵を通じて世界を旅してみませんか。 

 

 

今月は、「世界の○○（マルマ

ル）」と題して、世界のいろいろ

なモノ・コトを紹介する本を展

示・貸出します。 

ぜひご覧ください♪ 

『世界の民族衣装図鑑』 （383.1 ﾌﾞ） 

２階一般  文化学園服飾博物館／編著  ラトルズ 

世界６９カ所の民族衣装を約５００点の写真で楽し

める一冊。 

色や文様・素材などが異なる民族衣装は、世界の

多様性を象徴するものなのかもしれません。 

 

『ストーリーのある５０の名作照明案内』 （545.61 ﾊ）  

２階一般  萩原 健太郎／著  スペースシャワーネットワーク 

１９２１年発表の「ランペグラ」と呼ばれたランプは、ル・コルビ

ュジエやマティス、マン・レイなど多くの建築家や芸術家に愛

されたそう。その後２０１５年までの５０の名作照明の解説

と、時代背景やデザイナーのことなど。 

≪１２月のカレンダー≫ 

◆◇ デザインがいっぱい ◇◆ 

『手づくりする木のカトラリー』 （754.3 ﾆ） 

２Ｆ一般  西川 栄明／著  誠文堂新光社 

見た目もあたたかい木のカトラリー。いろいろな種類の木から作ることができま

す。作家によって様々なデザインがあるので、自分好みの形を探して楽しむこと

ができます。 

自分で作るのもオススメ！ 

 『ｋｏｋｅｓｈｉ ｂｏｏｋ』 （759.9 ｺ） 

２Ｆ一般  ｃｏｃｈａｅ／著  青幻舎 

木でつくる玩具といえば、こけし。北海道ではあまりなじみがないですが、伝統こ

けしとして東北地方で生まれたものがあります。地域によって違う表情を見せてく

れるこけしはずっと見ていても飽きません。 

 

BOOK 

BOOK 

BOOK 

BOOK 

寒くなってくると、ぬくもりが恋しくなってきます。そんな寒い冬に、金属等には

ない温かみを感じる「木」に注目した本を集めてみました。 

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 

順番で表記しています。（※著者名が無い場合あり） 

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８１の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

①酷く矛盾した競技だった。 

誰よりも速く、速く進みたい。一番にゴールテープを切りたい。で 

も、走ってはいけない。 

 

②音量を絞ったテレビからいつもの陽気な音楽が聞こえた。液晶

の中では、すっかり見慣れたウサギのキャラクターが動き回って

いる。 

  『二月生まれのアナタ！今日のラッキーアイテムは白シャツで

ーす』 

 

③「♪せまる～ショッカー 地獄の軍団」 

大好きな仮面ライダーの主題歌を歌いながら山田三男がフライ

パンで玉ねぎのみじん切りを炒めていると、次女の千春が帰って

きた。 

 

④この男は実に不器用きわまりない人間で、恋心を打ち明けるの

に十二年もの歳月を要してしまった。そもそも、はじまりは十四年

ほど前に遡る。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇ 

① 『競歩王』 額賀 澪／著，光文社，913.6 ヌカガ 

② 『その名もエスペランサ』 徳永 恵／著，新潮社，913.6 トクナ 

③ 『昭和４０年男』 佐川 光晴／著，集英社，913.6サガワ 

④ 『エッグマン』 辻 仁成／著，朝日新聞出版，913.6 ツジ 

 

みなさん！！！帯広市図書館から発信している ≪パスファインダー≫

を知っていますか？ 

 

≪パスファインダー≫とは… 

  パスファインダー(pathfinder)とは、あるテーマを調べるために役立つ資料 

を、わかりやすく紹介したガイドです。 

帯広市図書館では「子ども向け」と「大人向け」の２種類を作成しています。 

２０１９年１１月時点で… 

・子ども向け → ３０タイトル 

・大人向け → １９タイトル 

 

≪パスファインダー≫はどこで見られるの？ 

★帯広市図書館内に設置しています 

・子ども向け → 児童書コーナー「こどもの本の森」 

・大人向け → ２階ＯＰＡＣ（検索機）の横 ほか 

★帯広市図書館ＨＰで見ることができます 

  図書館トップページ → 「パスファインダー」のページへ 

  ＵＲＬ 👉 https://www.lib-obihiro.jp/ 

◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています その２◆ 

≪パスファインダー≫を知っていますか？ 


