今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その６９

１２月１日 『市民文藝 第５２号』発刊です！

を発信しています。

【市民文藝 第５２号発刊】

市民文藝 第５２号 ２０１２年１２月１日（土）発刊
◎５月～８月に募集していました「市民文藝」には、小説、随筆、詩、短歌、川柳などの９ジャンルに
１２９名から１６３６点の応募がありました。ありがとうございます。
編集委員による選考会議の結果、１０３名の方の作品が入選作として選ばれました。
市民文藝の贈賞式も発刊と同日行います。

★テーマ別オススメ資料
【道具の世界】
【鍋奉行の登場でござる！】
★レファレンス最前線

【十勝鉄道について調べる】

＊入選者の一覧は図書館ホームページに掲載しています。
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市民文藝賞
随筆 『赤い鈴の鍵』 岩見 民子さん
ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ

販売価格

１０００円（税込）

取り扱い場所
帯広市図書館（３階事務室）／有田書店／オカモトカルチュア
（ＴＳＵＴＡＹＡ）／くまざわ書店・帯広藤丸店
札幌弘栄堂書店帯広店／ザ・本屋さん／宮脇書店帯広店
お問い合せ
帯広市図書館（☎０１５５－２２－４７００）

帯広市図書館
2012.11 vol.71

図書館周辺の木々も葉を落とし、雪の気配がし

よむ☆トショ
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!
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○●◎○●鍋奉行の登場でござる！◎●○◎●
冬の定番、鍋料理。体がポカポカ温まり、野菜もたくさん食べることができるので老若男女
問わず人気が高い料理ジャンルのひとつです。味つけ、使用食材、締めの炭水化物まで、自
分の好みでアレンジできることが最大の魅力です。

BOOK

新しい発見のある読書の秋になりますように・・・。

道具の世界

『今夜は鍋！』 料理男子倶楽部；編 ＰＨＰ研究所
１階生活 請求記号（596 コ）

１１月のカレンダー

男子目線で３つの食材、３ステップで完成するニ人鍋レシピ集。オリジナルな鍋を作り

色のついている日は休館です。

たい人へのヒントが満載な一冊。素材を足したり引いたり、自分流にアレンジを加えて、
自分だけのおいしい鍋をつくってみてはいかがでしょうか。

仕事や趣味、生活のためのものなど、わたしたちのまわりには、道具があふれています。何気なく使っているものでも、機能性を追求した便利な
もの。装飾が施された美しいものなどがあります。私たちの図書館でも、本を修理するための道具があります。本を運ぶため道具も大小さまざま、

BOOK

用途によって使い分けています。多様で幅広い道具の世界をお届けいたします。
BOOK

『ＴｏｏＬｓ』 ＨＵｇＥ編集部；編 講談社
２階一般 請求記号（675.1 ツ）
「日常から避難するための道具」「作業を創造に変えるた

BOOK

主婦の友社 １階生活 請求記号（596 ポ）
塩としょうゆなどの調味料を吟味して作ればおいしい鍋が出来上がる！調味料を厳

『使うものが一目でわかる菜園道具ガイド』 美術出版社

選してつくるおいしい鍋の作り方を紹介しています。鍋に使用する塩としょうゆのリストも

２階一般 請求記号（626.9 ツ）

ついていて便利です。

家庭菜園を始めたい、でもまず何を揃えたらいいのかなと思っ

めの道具」「自然を遊び、学ぶための道具」「居住空間を快適

ている方、こちらの本はいかがでしょう。小さな菜園で使いたいコ

にするための道具」といった四つの章に、日本の洋服ブラシ

BOOK

定番の鍋料理から、全国各地のご当地鍋まで、一度は作ってみたい鍋が紹介されて

しそうな小型耕運機まで、選び方のコツを提案してくれます。

点が紹介されています。

います。見た目からおいしそうに作る方法や鍋奉行の心得など、ユニークなページが目

『おうちごはんのキッチンツール２０１２』 インターナショナ

BOOK

ル・ラグジュアリー・メディア １階生活 請求記号（596.9 オ）
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『毎日食べたいウチの鍋』 全日本鍋物研究会；著
日東書院 １階生活 請求記号（596 ゼ）

ンテナや移植ごて、じょうろ、はさみなどから、大きな菜園で活躍

やオランダの自転車など、各国でデザイン、製造された２８２

BOOK

『ぽかぽか鍋クッキング』 アップオン編集部；編

『香道具』

にもおいしそうです。

ＮＨＫ「美の壺」政策班；編

日本放送出版協会 ２階一般 請求記号（792 コ）

BOOK

『鍋奉行』
角川ＳＳコミュニケーションズ １階生活 請求記号（596 ナ）

お気に入りの台所道具なら料理好きな方もそうでない方も

日本には古来より香りを楽しむ芸道としての香道があります。

楽しくキッチンに立てるはず。火を通した魚の身を崩さずひっ

指物（さしもの）、蒔絵、金工などの工人たちが技の限りを尽くした

一人で食べる時のひとり鍋、安うま鍋、大勢で食べたいときのにぎやか鍋など、テーマ

くり返せる“おさかなキャッチャー”や、とうもろこしの実を芯か

緻密で美しい調度や香道具が香席で用いられます。最後の章に

に合わせた鍋料理が紹介されています。鍋をよりおいしくするちょい足し材料も記載され

ら取る“コーンカッター”などお役立ちグッズ満載です。

は“香りの遊び”「源氏香」のルールも説明されています。

ていますので、試してみてはいかがでしょうか？

芸術の秋！図書館にも、たくさんの

BOOK

画集やイラスト集があります。今回は
特に最近、人気の高い資料をいくつか
紹介します。秋の夜長にのんびりリラッ
クスして、アートな気分になりましょう。

BOOK

『すりばちメガネ』 カンバラクニエ；著
ロッキング・オン ２階一般 請求記号（726.50 カ）

BOOK

『ＣＯＬＯＲＳ』 カスヤナガト；著

BOOK

宝島社 ２階一般 請求記号（726.5 カ）

『Ｂｌｕｅ』 中村佑介：著
飛鳥新社 ２階一般 請求記号（726.5 ナ）

京都在住の彼女が描く女性は現代的でありな

『神様のカルテ』『植物図鑑』雑誌「小学四年生」の装

こちらも装画やアジアンカンフージェネレーションのＣ

がら、どこかはんなりとした曲線の美しさが漂い

画などで若い世代に大人気のカスヤナガトさんの画集

Ｄジャケット、最近は明治製菓グミのＣＭにも登場して

ます。日々を綴ったエッセイや写真も収録され、

です。ポップでかわいい表情豊かな人物たちが、溢れ

いる中村祐介さんの作品集です。画業１０年、２００点

カンバラクニエさんの絵が生まれる要素を垣間

ています。イラストを見て、なんの本の表紙かわかるひ

近くのイラストを一挙に見ることができる大満足の１冊

見ることができます。

とはかなりの読書通ですね。

です。パンダを抱く黒柳徹子さんもありますよ。

『片恋のときめき』 みつはしちかこ；著
学研パブリッシング ２階一般 請求記号（726.5 ミ）
『小さな恋のものがたり』のチッチとサリー。

BOOK

『キャット・アート』 シュー・ヤマモト；著
求龍堂 ２階一般 請求記号（726.5 ヤ）

BOOK

『永田萌 ＡＲＴＢＯＸ 夢みるチカラ』 永田萌；著
講談社 ２階一般 請求記号（726.5 ナ）

西洋美術の名画に描かれた主人公たちが猫になっ

小さな妖精と透明感のある画風で馴染み深い永田さ

表紙を見て懐かしく感じる方も多いことでしょう。

ちゃった！？見事なまでの化け具合と猫たちのコミカ

んの手のひらサイズ画集です。自然の風景のなかに

カラーイラストと小さなポエムを収録した作品集

ルな表情が楽しい作品ばかりです。ひねりが効いたタ

見ている私たちまでもが溶け込んでしまいそうな深み、

です。マンガとは一味違う、きゅんとする恋物語

イトルと猫美術評論家による作品解説もユーモアたっ

子どもたちの豊かな表情が素敵な作品ばかりです。

を見守ってください。

ぷりでおもしろいです。

広尾町サンタメールに採用されたイラストも収録あり。

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）

こんな資料相談がありました

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その４１
帯広市図書館で所蔵している雑誌を五十音順に紹介しています。

●十勝鉄道について知りたい。どのあたりの棚を見ればよいか？
○資料が集中しているのは、２階地域行政コーナー、請求記号６８６．２の
棚です。 とてっぽの愛称で親しまれていたこの鉄道は、関連資料も多く
すべては掲載することができないので、ごく一部を紹介します。
（☆印は館外貸し出し可能な資料です。）
Ｈ536 ユ 2 『私鉄紀行／北線路－ｎｅｖｅｒ ａｇａｉｎ 下』 エリエイ出版部プレスアイゼンバーン
☆588.13 タ 『ビート畑を汽車が行く』 田村道男
Ｈ686.2 サ 『ミニＳＬ“トテッポ”の光と影 第６回 北海道ノンフィクション賞受賞作品』 笹川幸震
Ｈ686.2 ト 『十勝鉄道』 道東資料館

今月は『緑の地球』『メンズクラブ』『モア』『ＭＯＥ』の４誌です。
＊最新号は館内閲覧のみ、バックナンバーはお借りいただけます。

『緑の地球』 隔月 緑の地球ネットワーク ２００６年１月号より所蔵
地球環境のために国境を越えて活動するＮＰＯ緑の地球ネットワーク
の活動報告です。世界各地で取り組まれている、緑を守るための活動を
知ることができます。

『メンズクラブ』 月刊 ハースト婦人画報社（旧アシェット婦人画
報）２０１０年４月号より所蔵
１９６３年創刊、５０年近い歴史があります。３０歳からの男性ファッショ

Ｈ686.2 カ 『十勝の國 私鉄覚え書』 加田芳英
☆686.2 テ 『消えた轍①』 寺田裕一 ネコパブリッシング
☆686.2 テ１ 『新・消えた轍①』 寺田裕一 ネコパブリッシング
Ｈ686.2 テ 『私鉄の廃線跡を歩くⅠ』 寺田裕一 ＪＴＢパブリッシング
Ｈ686.2 テ 『鉄道ファン２０１２．９』 交友社

ン雑誌。ビジネスシーンからプライベートカジュアルまで、上品な遊び心
スタイルを提案しています。スーツの着こなしパターンが多いのも特徴で
す。参考になる小物使いアイディアもあります。

『ＭＯＲ（モア）』 月刊 集英社 ２０１０年４月号より所蔵

○ちょうど、１１月から２階地域資料コーナーにて十勝の鉄道についての展示を開催中です。
写真パネルなどの見て知る資料、当館所蔵の関連書籍（上記紹介本含む）も展示していますので、
じっくりとご覧ください。関連事業として、１２月にこんなイベントもあります。↓

１２月８日（土）１４：００～１５：３０ 回想法（鉄道編）～十勝鉄道の時代～

落ち着いた年齢の女性向けファッション、コスメ、ライフスタイル雑誌で
す。４００ページを越えるボリュームから、情報量の多さ、幅広さを伺うこ
とができます。

『ＭＯＥ（モエ）』 月刊 白水社 １９９６年４月号より所蔵
＊この雑誌は１階児童コーナーにあります。

○百年記念館の学芸員を講師に迎え、私たちの生活に身近であった「十勝鉄道」について思い出
を語り合います。写真や路線図などの解説もあり充実の内容です。
○どなたでも参加できます。入場は無料ですが、事前申込が必要です。（先着６０名）
申し込み 帯広市図書館（0155-22-4700）

絵本やイラストについて特集している雑誌です。毎号、若手作家によ
る書き下ろし作品が収録されていて、この雑誌から大きく羽ばたいた作
家も多い目利き雑誌です。絵本作家へのインタビューや読者投票によっ
て人気の絵本を決定する企画などが好評です。

