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その８２ 年末年始のお知らせ 

 

 

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。 

【年末年始のお知らせ】 

★テーマ別オススメ資料 

【食でお・も・て・な・し】 

【憧れのあの味】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【本のサイズ】 

 

帯広市図書館 

年末年始の休館 
１２月２９日（日）～１月３日（金） 

＊１月４日（土）１０：００より開館します＊ 

 

★休館中、本の返却は「返本ポスト」をご利用ください。 

★図書館ホームページから、貸出情報や資料の延長ができます。 

  トップページ→利用案内→貸出照会→利用者番号＆パスワード入力 

→お客様画面から延長手続きができます。 
※利用者照会で求められるパスワードについては、図書館の窓口のみで発行できます。 

   

 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

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

２０１３．１２   色つきの日は休館     ２０１４．１ 

年末年始休館のための特別なルール 

◎１２月１７日（火）～１２月２８日（土）この期間に貸出手続きをした 

資料に限り、貸出期間を３週間、上限も本１５点まで、ＤＶＤ５点まで 

になります。 



                      

 
                                     

 

 

          

 

        

           

                 

             

  

よよむむ  
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆☆  トトシショョ  

BOOK 

これからの時期は、季節の年中行事が目白押し！冬休み、冬至、クリスマス、年越し、お正月･･･等々。懐かしい顔が揃ったり、家族や身近

な人たちが集う機会も多くなりますね。そんな大切な人たちと過ごす特別な時を“お･も･て･な･し”の心で迎える際に重宝する‘食に関する本’

をご紹介します。あたたかい湯気の向こうにほっこり笑顔、おいしい楽しい時間をお過ごしください。 

 

『面白南極料理人』 西村淳；著  

春風社 ２階旅行 請求記号（297.9ニ） 

師走ですね。そろそろおせちの準備！と、憂鬱になっている方

へ朗報です。基本のおなじみおせち１５品を、たった 1日で作れる

クイックレシピのご案内。何かと多忙なこの時期。調理計画を立

て、手際よく作業して時間を有効活用しましょう。 

 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『親子で楽しむ１２カ月のキッズイベント』 辰元草子；著 

講談社 ２階一般 請求記号（385.93 タ） 

 パーティ料理のレシピはもちろん、子どもたちがより楽しく過ごせ

るイベントになるようなアイディアやプランを伝授。子どもの喜ぶ顔

が見たい！そして、親子で共有できる貴重な時間を、すてきな思い

出にしたい！をサポートしてくれます。 

 

BOOK 

 

『お料理上手と思われる持ちより＆さし入れレシピ』 馬場香

織；著 メディアファクトリー １階生活 請求記号（596.4バ） 

 持ちよりパーティにお出かけするときや、さし入れる時に役立つ

レシピをご紹介。メインディッシュをはじめサラダやスープ、ご飯も

の、デザートまで盛りだくさん。真心こめて手作りされたメニューを

前に、楽しく会話もはずむはず！ 

 

BOOK 

 

『おうちでつくる記念日ごはん』 ＮＡＯＫＯ/Ｍａｙｕ；共著 

笠倉出版社 １階生活 請求記号（596ナ） 

おいしい記憶とともによみがえってくる、思い出に残る記念

日、伝統行事、イベントはいかがですか？それぞれのテーマに

合わせたレシピ、おもてなしのヒントをご提案。少しの工夫で、

盛り上がりも楽しさも倍増です。 

 

１２月になり、紅白歌合戦や流行語大賞のニュースが

流れるようになると年の瀬も押し詰まってきたと感じます。 

今月は、そんな忙しい時期にぴったりな時短料理や大

勢で楽しむパーティメニューなど、食べることについての

本にスポットをあてました。行事食を親から子へ、家庭の

味を伝承できるチャンスでもあります。 

１２月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

自分の周りにある食べ物について、どれだけの事を知っているでしょうか？どのよう

に生産され、どのように流通し、そして世界がどのように変わってきたのか。同名のドキ

ュメンタリー映画の製作にまつわる話なども収録。ＤＶＤも所蔵しています。 

 

 
BOOK 

『フード・インク ごはんがあぶない』 エリック・シュローサー；ほか著  

武田ランダムハウスジャパン ２階一般 請求記号（611 フ） 

 

 

    “食”で、お・も・て・な・し 

標高３８００ｍ、平均気温マイナス５７℃。世界で最も過酷な観測地帯と言われる「ドー

ムふじ観測拠点」で南極観測隊として越冬した著者。その地で 9 名の普通のオッサンた

ちがどんな生活をしていたのか？食生活を綴る面白エッセイ。ＤＶＤも所蔵しています。 

 

 
『ジュリー＆ジュリア』 ジュリー・パウエル；著 富永和子；訳 

早川書房 １階文庫  請求記号（Ｂ936パ） 

 ３０歳目前、何もかも上手くいかず苛立つジュリーは、主婦のバイブルと言われた本

「フランス料理の達人」にある５２４皿を１年間ですべて作り、ブログに綴ることにした。料

理をしていくうちに彼女の人生にも転機が・・・。ＤＶＤも所蔵しています。 

 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『食べて、祈って、恋をして』 エリザベス・ギルバート；著 那波かおり；訳 

武田ランダムハウスジャパン １階文庫 請求記号（Ｂ935ギ）  

  人生をリセットして自分自身の内面と向き合うため、1 年の旅に出たエリザベス。イタリ

アで食の快楽、インドで瞑想の日々、バリ島で心のバランスの取り方を学ぶ。そんな彼女

が人生を見つめ直し得たものとは何だったのか。ＤＶＤも所蔵しています。 

 

 

BOOK 

●○憧れのあの味～シネマと物語～●〇  
 小さな頃、外国の児童文学に出てきた知らないお料理名。食べたことのない味に想像を膨ら

ませた方も多いと思います。その描写に思わず唾を飲み込んでしまうような美味しい料理が出

てくる本や映画をご紹介。そして、あふれる程の料理の裏にある世界事情にも目を向けてみて

はいかがでしょう。映像化作品はＤＶＤも併せて展示・貸出します。原作と一緒にどうぞ・・・。 

 

『図説 馬の博物誌』 末崎真澄；編 

河出書房新社 ２階一般 請求記号（645.2ス） 

 こちらは日本の馬文化について紹介しています。埴

輪や騎馬武者の絵巻などから、馬と日本人の関係を

紐解いていきます。絵馬や馬頭観音についても解説が

されています。馬をもっと知るための道しるべとして役

に立つ資料です。 

『スーホの白い馬』 モンゴル民話 大塚勇三；再話 

赤羽末吉；絵 福音館書店 １階児童 請求記号（Ｅ38.8ス） 

  馬が登場する絵本で有名なのはこの１冊でしょう。 

馬の忠誠心の深さが伝わってきます。群れとはぐれた

白い仔馬を大事に育てるスーホ。白き駿馬に成長した

馬と一緒に挑んだ競馬大会。王様の裏切り、最後の力

を振り絞って戻った白馬と馬頭琴のはじまり。 

『輓馬 ばんえい競馬写真集』 近江隆俊；写真 

北海道新聞社 ２階一般 請求記号（788.5バ） 

 世界で唯一の競馬、ばんえい競馬を凝縮した写真集

です。帯広在住の小説家の鳴海章さんが、関係者を取

材した「輓馬讃歌」も収録されています。ばんえい競馬

に魅せられた人と馬たちが織り成す物語を隅々まで、

ご覧ください。 

芸能人のポートレイトを中心に活躍しているカメラマ

ン山岸伸が、ばんえい競馬を撮影した写真集です。馬

の迫力、臨場感や息遣いまでもが、聞えてくるような強

さに衝撃を受けます。ばんえい十勝は、お正月から開

催しています。最初の運試しに挑戦しませんか？ 

BOOK 

 

『北海道遺産 ばんえい競馬』 山岸伸；写真 

大阪書籍 ２階一般 請求記号（788.5ヤ） 

★
☆
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BOOK 

 

 ２０１４年（平成２６年）は午年です。 

年男・年女は次の年齢の方です。 

１９３０年（昭和 ５年）８４歳 

１９４２年（昭和１７年）７２歳 

１９５４年（昭和２９年）６０歳 

１９６６年（昭和４１年）４８歳 

１９７８年（昭和５３年）３６歳 

１９９０年（平成 ２年）２４歳 

２００２年（平成１４年）１２歳 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『午歳生まれは、強運すぎる人』 友常貴仁；

著三五館 ２階一般 請求記号（148.8 ト）  

  午年には才能があり、何事にも一番になれる

力と要素を持っているそうです。有名人では、西

村京太郎 84/松本幸四郎 72/松任谷由実 60/立

川志の輔 60/小泉今日子 48/小泉孝太郎 36/椎

名林檎 36。カリスマ的存在の方ばかりですね。 

『伝説の馬１００頭』 ミリアム・バラン；著  

恒星社厚生閣 ２階一般 請求記号（645.2バ） 

 

 

 馬と人間の歴史をビジュアルブックで紹介して

います。世界各地の馬に関するエピソードをまと

めている本は珍しいので、おもしろく発見があり

ます。さまざまな種類の馬が登場します。競技、

荷役、サーカス、木馬、共存関係は深いです。 

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         

 

 

『たった１日で作れるおせち』 金丸絵里加；著  

グラフ社 １階生活 請求記号（596.4 カ） 

 



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● 

①五月十二日、日曜日、わたしの十七歳の誕生日から二日後の

朝。なぜとはなく休日にしては早く目が覚めて、部屋を出ると、家

の中に父の姿がなかった。 

 

②最初は、夢かと思った。 

白い部屋、白いパイプベッド。薄緑色の病院着を着せられて、頭

には包帯、口には酸素マスク。仰向けに寝かされた自分を、真

上から見ている。 

 

③なぜか、あいつとは馬が合った。 

互いに一人働きの盗人稼業だが、自分は好きでやっている気ま

まな「一人」。あいつは、仲間が全てお縄になって仕方なしの「一

人」。盗人のくせに、寂しがり屋な男だった。 

 

④明治の世、モダンな街と言えば、まずは名が出る銀座の煉瓦街

に、大雨が降っていた。降り始めは、雨粒こそ大したものではな

かったものの、煉瓦の建物を砕くかと思われるほど、雷が鳴り響

いた。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『わたしのリミット』 松尾由美 東京創元社 913.6マツオ 

②『三途の川で落しもの』 西條奈加 幻冬舎 913.6サイジ 

③『鯖猫長屋ふしぎ草紙』 田牧大和 ＰＨＰ研究所 913.6 タマキ 

④『明治・妖（あやかし）モダン』 畠中恵 朝日新聞出版社 913.6ハタケ 

その 9の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

帯広市図書館活用編 

文庫？新書？ 

本のサイズ（判型） 

 

本の形や大きさのことを判型と言い

ます。文庫、新書と呼ぶのは、この判

型を表す言葉です。 

 

①文庫判 縦１４８㎜ 横１０５㎜ 

現在日本で最も読まれている判型。本来

は長く読み継がれる古典的作品を、手軽

で読みやすい形で提供するために出現し

ました。用紙も普通の単行本より薄いも

のを使い、ほとんどが柔らかい表紙の並

製本です。近年、古典に限らず人気の高

い作家の本が次々に文庫化されたり、書

き下ろしが登場するなど少しずつその性

格が変わってきました。 

②新書判 縦１７３㎜ 横１０５㎜ 

社会の注目を集めているテーマについて

の書き下ろしが中心です。例えば、岩波

新書、新潮新書、中公新書など○○新書

という叢書名で発刊。 

③Ｂ６版  縦１８２㎜ 横１２８㎜ 

近年このサイズが一般的になってきまし

た。新刊の小説、エッセイ、学術書によく

用いられます。 

④四六判 縦１８８㎜ 横１２９㎜ 

小説、エッセイなど、硬い表紙の上製本

が多く、しろくばんと読みます。 

⑤Ａ５版  縦２１０㎜ 横１４８㎜ 

大学の教科書や文学全集に多いサイ

ズ。文芸雑誌もこのサイズです。 

 

参考資料 『本ができるまで』 岩波書店 


