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★帯広市図書館から、こんなこと
その７８ 第４回 図書館まつりのお知らせ

帯広図書館友の会

を発信しています。

【第４回 図書館まつり】

図書館まつり

★テーマ別オススメ資料

８月２５日（日）１０：００～１５：００

【夏はやっぱり花火】
【手仕事に恋する】
★図書館をもっと身近に暮らしの

図書館の強い味方として、ボランティア活動を行っている帯広図書館友の会。

なかに

現在では９０名近くの会員が、６つの部門にわかれて積極的な活動を展開しています。

【とかちのかちポスター展示】

そんな友の会の活動を広く紹介するイベントが「図書館まつり」です。
毎年盛況なこのお祭り、工作教室、おはなし会、手品など子どもたちも楽しめる内容です。
製本講習会や朗読体験など、ボランティア活動に興味がある方へのお試しもあります。
オススメは、手づくり品バザーと古本市です。（収益は友の会運営費となります）
一日たっぷり図書館を会場にご家族みなさまでお楽しみください。

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ

ほとんどのイベントが申し込み不要、当日お越しください。

帯広市図書館

申し込みが必要なイベント（８月１日から、電話にて参加申し込み受付）
①製本講習会

10：00～12：30

一般向け

１５名

＊実費４００円必要＊

②子どもフロアーボランティア体験 11：00～12：00

小学３年以上

１０名

お問合わせ/申込
帯広市図書館
☎２２－４７００

2013.8 vol.80

子どもたちが夏休みに入り、図書館も連日賑わってい

よむ☆トショ

ます。読書感想文用の課題図書・指定図書・青少年のた
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めの２００冊は子どもの本の森展示コーナーにあります。

８月４日 よりどりみどりがおかフェスタ
８月２４日 認知症サポーター講座ｉｎ図書館
市民文藝の作品受付締切は８月３１日（土）です。
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●○●○●○●手仕事に恋する〇●〇●〇●
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昔から身近にあった手仕事の品。現代のライフスタイルでは、大量生産品に押され見失いが
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ちです。陶芸、ガラス、木工など伝統の手仕事から生まれたモノたち。夏を乗りきる涼しげな日
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用品を探してみたり、手わざの品物が持つほんわりとまるい柔らかさに浸ってください。この夏、
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自分だけのモノづくりに挑戦してみるのもいいですね。
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８月２・３・４日 ジュニア文芸文章教室

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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BOOK

夏はやっぱり花火！

『もののみごと』 田中敦子；文 渞（みなもと）忠之；撮影
講談社 ２階一般 請求記号（750.21 タ）

８月のカレンダー

江戸の粋を受け継ぐ職人さんたちのキリッとした仕事ぶりと美しい品々に、思わず見

色のついている日は休館です。

惚れてしまいます。デザイン性だけでなく実用性をも満たす、これらのモノたちはまさに
「みごと」のひと言です。

夏の醍醐味と言えば、十勝に住む方なら花火大会でしょう。いまや全国的にも有名になった勝毎花火大会や毎週末、どこ
かの町で夜空に大輪の花火が咲きます。一瞬で消えてしまう芸術ですが、背景には職人たちの「驚かせたい」「楽しませた
い」という気持ちが込められています。花火にまつわる本をいろいろ取り揃えました。
BOOK

『花火の図鑑』 泉谷玄作；写真・文 ＊２冊所蔵＊

BOOK

『ドイツの小さな手仕事』 山田庸子；著
ピエ・ブックス ２階一般 請求記号（750.23 ヤ）
手仕事というと、「和」のモノを思い浮かべがちですが、世界の国々にもそれぞれの暮

『びっくり！科学あそびの本』 科学あそびの会くれよん；著

らしにピッタリの手わざが残っているはず。活版印刷やボビンレースなどドイツならでは

メイツ出版 １階児童 請求記号（40.7 ビ）

ポプラ社 児童・２階一般 請求記号（57.5 イ／575.98 イ）

BOOK

BOOK

打ち上げ花火は美しい光と大きな音で人びとを魅了します。

身近なものを使って簡単にできる花火があります。誰もが一度

花火大会は日本各地で行われていて誰でも楽しむことができま

は手にしたことがあるカイロを使い、火薬を使わずに線香花火のよ

す。花火の種類、花火玉の作り方から歴史や鑑賞のポイントな

うな火花ができます。それがこの本に紹介されている「カイロでつく

どを紹介しています。

る鉄粉花火」です。夏休みの自由研究にも役立つ本です。

の「ものづくり」を紹介します。
BOOK

『工房からの風』 稲垣早苗；著
アノニマ・スタジオ ２階一般 請求記号（750.21 イ）
毎回公募によって５０名程の出展者を選出し、昨年第１０回を迎えた首都圏最大級の
野外クラフト展「工房からの風」。この本では企画者が作り手たちの工房を訪ねること

『デジタル一眼レフキレイ撮りマスターブック』 杉本彩子；著

BOOK

で、その空気や風を伝えます。

『花火師の仕事』 池田まき子；著
無明舎出版 ２階一般 請求記号（575.98 イ）

永岡書店 ２階一般 請求記号（746 ス）
迫力ある花火大会の写真を残せたらうれしいですね。画像の

江戸時代から４００年もの歴史をもつ日本の花火は世界一の技

処理なしで、きれいな花火の写真を撮ってみませんか。デジタ

術を誇っています。世界からもその芸術性は高く評価されていま

ル一眼レフを使った花火を撮るときのポイントがわかりやすく書

す。そんな日本が誇る花火大会の舞台裏や花火師の仕事、花火

かれています。動きある花火、偶然の産物が奇跡の１枚！とい

の製造、花火観賞場所選びのコツなどがわかります。

BOOK

『手づくりする木のカトラリー』 西川栄明；著
誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（754.3 ニ）
２６人の木工作家がつくった、カトラリー（フォークやスプーンなど）や食器、バターケー
スなどを集めました。作り方のページもあるので、お気に入りの一品にトライしてみること
もできそうです。

うラッキーチャンスも望めます。

● 立川談志 上映会
◎
●古典落語特選より【代書屋/つるつる】
夕 ８月１０日（土）１階多目的視聴覚室
１８：００～１９：２０
涼 ★２０１１年に惜しくも亡くなった立川
み 談志の高座映像をご覧いただきます。
生 代書屋とのちぐはぐなズレが笑いを
涯 誘います。軽妙な談志の語り口、
学 人間へのやさしい眼差しを感じて
習 ください。
◎
●
◎

BOOK

BOOK

『談志歳時記』 吉川潮；著
新潮社 ２階一般 請求記号（779.13 ヨ）

BOOK

『談志が死んだ』 立川談志+落語立川流一門；著
講談社 ２階一般 請求記号（779.13 タ）

BOOK

『ザッツ・ア・プレンティー』 松岡弓子；著
亜紀書房 ２階一般

請求記号（779.13 マ）

立川流顧問の演芸評論家による談志最後の５

落語立川流２０周年を記念して２００３年に門下の弟

談志の長女弓子さんによる２５８日の闘病記。２０１１

年間を見つめた日記。病と闘いながら、生きるこ

子たちが覚悟を決めて談志を語っています。憶測や伝

年３月１１日の地震からはじまり、喉の手術、介護生

と、話すことに執着する姿が痛いほど伝わってき

聞が飛び交い、どれもが眉唾ながら談志らしい伝説が

活。声の出ない父との筆談、がん家系で弓子さん自身

ます。その他、評伝「立川談志は名月である」も

見え隠れする豪放磊落な１冊。これほど、男性が惚れ

も闘病中であるなか、見守る苦しさなどが赤裸々に、し

収録されています。

た芸人も珍しいのではないでしょうか。

かし茶目っ気のある筆で書かれています。

『立川談志自伝 狂気ありて』 立川談志；著
亜紀書房 ２階一般 請求記号（779.13 タ）

BOOK

『談志絶倒 昭和落語家伝』 立川談志；著 田島謹之
助；写真 大和書房 ２階一般 請求記号（779.13 タ）

BOOK

『赤めだか』 立川談春；著
扶桑社 ２階一般 請求記号（779.13 タ）

亡くなる１年前に執筆された自伝。戦争のな

昭和２９年から３０年にかけて寄席で撮影された貴

中学３年、上野鈴本演芸場で談志に世の中の不条

かの少年時代、ラジオ放送に魅力を感じ落語の

重な写真。その時代二つ目として師匠たちの噺を浴び

理を高座から聞かされる。そこから談志の追っかけ、

世界に進んだ１６歳。前座修行のこと、師匠柳家

ていた談志が、思い出語りをしています。教えられたこ

高校を中退して弟子入り。立川流一門の個性豊かな落

小さんはじめ名人たちのエピソード。笑点、政治

とや芸事に対する心構えなど、後の談志が落語につい

語家たち。談志の芸に惚れて、憧れた背中を追いかけ

家活動、７０過ぎての闘病記が綴られています。

て独自論を展開していく萌芽が見えます。

続けている講談社エッセイ賞受賞作品。

その５の段

帯広市図書館活用編
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とかちのかち★発信中★
『銀の匙』あります。

図書館ロビーに「とかちのかち」ポスター展示中
荒川弘さんの『銀の匙 １～８巻』好評貸出中

「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。
「ほんのまくら」というのは、「書き出し＝まくら」に見立て紀伊国屋書店
で展開している読書フェアのアイディアを参考にしています。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●

① ①むかしむかし。
といっても、それほどむかしではないのである。
京都の街に怪人が現れた。そいつは虫喰い穴のあいた旧制高
校のマントに身を包み、ステキにかわいい狸のお面をつけてい
た。
②ひゅーるるる、ひゅーるるるる、ひゅるるぅぅ・・・・・・
調子っぱずれのかすれた笛の音が哀しげに尾を引いて、次第に
消えていった。
十勝の魅力を首都圏でアピールする「とかちのか

③機嫌の良くない雷神様が通ったみたいだね、と少女は彼に微笑

ち」プロジェクトを今年も展開しています。

『銀の匙』ポスター

みかけた。少女姿の仙人、僕僕先生と、その弟子王弁は、雨宿

そこで使用されている大きな広告を図書館ロビーや

がどこにあるか探し

りに入った狭い一室で、見詰め合っている。

２階カウンターなどに展示しています。

てみてね！

④人災がコース料理と違うのは、頼んでもないのにやってくるところ
幕別町出身の荒川弘さんの作品。アニメが放送中、
マンガ大賞２０１２、第５８回小学館漫画賞少年向け部

だ。沙智が、一年間つき合った洋介から別れ話を切り出された
のは、クリスマスのひと月前だった。

門受賞の『銀の匙 Silver Spoon １巻～８巻既刊』
（小学館）がデザインされたポスターもあります。

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

図書館では『銀の匙』（所蔵場所：２階まんが 請求記

①『聖なる怠け者の冒険』 森見登美彦 朝日新聞出版 913.6 モリミ

号 726.8 ア 1-8）も貸出しています。（現在、人気が高く

②『恋仏』 浮穴みみ 双葉社 913.6 ウキア

予約待ちとなっています。）

③『童子の輪舞曲（僕僕先生）』 仁木英之 新潮社 913.6 ニキ７
④『ミリオンセラーガール』 里見蘭 中央公論新社 913.6 サトミ

