今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その９４ 年末年始の開館と拡大貸出

を発信しています。

【年末年始の貸出拡大】

１２月１６日（火）～２８日（日）の期間限定、１枚の利
用者カードで、本は１５冊，CD・DVD は５点を上限に
３週間の貸し出しに拡大します。
年末年始の休館は、１２月２９日（月）～１月３日（土）
です。
新年は、１月４日（日）１０時より開館します。

★テーマ別オススメ資料
【気持ちを伝える❤おくりもの】
【シェイクスピア生誕４５０年】
★図書館をもっと身近に暮らしの
なかに

【市民文藝 第５４号の発刊】

開館カレンダー
２０１４年１２月

２０１５年１月

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ
2014.12 vol.96

図書館が休館している時は、返本ポストを
ご利用ください。（CD・DVD は破損の恐れが
ありますので直接カウンターに返却をお願い
します）図書館ホームページから貸出中の本

お問合わせ

を確認、延長することができます。

帯広市図書館 電話：0155-22-4700

帯広市図書館

今年も「図書館サンタがあなたのおうちにやってくる！」

よむ☆トショ

日 月 火

の応募がはじまります。市内在住で利用者カードをお持
ちの３歳～１２歳のお子様が対象です。１４組を抽選で決
定、１２月２３日（火）にサンタが本を２５冊お届けします。

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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来年１月１４日（水）には、帯広畜産大学の先生が教え
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対象で先着２０名です。詳細は図書館内チラシにて！

気持ちを伝える❤おくりもの

■◆シェイクスピア生誕

４５０年◆■

２０１４年は、イングランドの劇作家、ウィリアム・シェイクスピアが生誕４５０周年を迎えます。
「生か死か、それが問題だ」「ブルータス、お前もか」など、今なおキャッチフレーズとして受け継がれ
ているシェイクスピアの戯曲や詩とそれを原作とする舞台、映画、絵画などの資料を紹介します。
演劇や舞台芸術の魅力及び可能性が綴られた本も併せてご覧ください。
BOOK

１２月のカレンダー

『シェイクスピアについて僕らが知りえたすべてのこと』 ビル・ブライソン；著
小田島則子・恒志；訳 ＮＨＫ出版 １階文学２ 請求記号（932 ブ）

色のついている日は休館です。

謎の多いシェイクスピアの人物像や言動について、何が分かっているのか、何が分
かっていないのかを明らかにしようとした本です。１６世紀エリザベス朝末期のロンドン
や、そこで活躍しているシェイクスピアを思い描くことができます。

相手のことをあれこれ考えて選ぶ贈り物。受け取る人の顔を想い浮かべながら書くカードや年賀状。そんな贈り物を選ぶことの多い季節に
なりました。毎日会っている相手だからこそ感謝を伝えるスペシャルな品物、あまり会えないけれど、あなたを想っていますという気持ちを文
字に託す時間。何かと気ぜわしい日々の中、心のこもったやりとりが、きっと笑顔を運んでくれます。
BOOK

『フードを包む』 福田里香；著

BOOK

BOOK

『名セリフ！』 鴻上尚史；著

文藝春秋 １階文学２ 請求記号（902.2 コ）
古今東西の名セリフが満載！本書を台本に舞台に立ったつもりで演じてみましょ

『HOW TO 花贈り』 フラワーバレンタイン推進委員会；編
朝日出版社 ２階一般 請求記号（627.9

柴田書店 ２階一般 請求記号（385.97 フ）

BOOK

う。まずは恋のセリフとして紹介されている「ロミオとジュリエット」から。声に出して

ハ）

手作りお菓子をプレゼントや手土産にしたいとき、とても役立つ

「花を贈りたい」と思っても、お店でどう注文したらいいのかわ

１冊です。美味しそうにラッピングされているパイやパウンドケー

からなかったり、渡すのが照れくさかったり、二の足を踏んでしま

キ、クッキーなど、４０種のお菓子のレシピも掲載され、手作り派

う男性もいるかもしれませんね。そんな方には、この本が「取りあ

ではなくても、何か作って包みたくなってしまいます。

えず一歩踏み出そう！」と背中を押してくれます。

みるとシェイクスピア戯曲の面白さが再確認できます。
BOOK

『シェイクスピア物語』 小田島雄志；著
岩波書店 １階ヤング 請求記号（Ｙ93２シ）
原作の台詞を生かした物語仕立ての読み物です。「リア王」「ジュリアス・シーザー」
「マクベス」など９編が収録されています。シェイクスピアへの第一歩は是非この本でお

BOOK

『暮らし上手の贈りもの３６５』
枻出版社 ２階一般 請求記号（675.1 ク）

試しください。舞台や映画を観る前に読む要約書としても役立ちます。

『筆ペンで書くゆる文字』 宇田川一美；著
誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（728 ウ）

日々の暮らしを大切にしている達人たちが、その人らしい贈

「上手に筆ペンを使いこなせたら…」と思う場面があります。

り物や贈り方を紹介しています。失礼にならない、これだけは押

達筆というのとは少し違いますが、かわいらしく味わいのある、

さえておきたい贈り物のマナーや手紙の書き方も載っていま

ゆる文字の書き方を指南。季節の言葉や十二支のデザイン文字

す。いただいたらうれしい品々満載の、眺めているだけでも楽し

などの年賀状作りのヒントにもどうぞ。

BOOK

『シェイクスピアのワイン』 アンドレ・シモン；著 多田稔；訳
丸善プラネット株式会社 １階文学２ 請求記号（932 シ）
本書は、ワインの愛好家であった著述家アンドレ・シモンによる私家版の邦訳です。
１６世紀のロンドンは、水は安全な飲み物ではなかったそうです。シェイクスピア作品に登
場するワインを通してワインを語ったワイン好きの方のためのとても楽しい本です。

い本です。
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２０１５年（平成２７年）は、ひつ

BOOK

じ年です。もこもことした姿で群れ
ているところはかわいらしく、羊毛
は暖かく、ラム肉はおいしい。
馴染み深いひつじさんたちです。

BOOK

『羊歳生れは、強運の人』 橋幸夫；著
三五館 ２階一般 （148.8 ハ）

BOOK

『十二支の民俗伝承』 石上七鞘；著
おうふう ２階一般 請求記号（388.1 イ）

BOOK

『ひつじにあいたい』 佐々倉裕美／佐々倉実；共著
山と渓谷社 ２階一般 請求記号（645.4 サ）

衣類から食糧まで、ひつじを持つ者は世界を制

日本では、５７７年の秋に百済国からひつじ２頭が送

日本各地のひつじ牧場を紹介しています。十勝は足

すと古代シュメールでは言われていた。この干支

らてれてきたと「日本書記」に登場するのが最初です。

寄、池田、新得の牧場が写真とともに掲載されていま

の人は、穏やかで人情に厚い、こつこつと積み重

高温多湿の気候のため長らく家畜化は成功しませんで

す。各施設の見学情報など、間近にひつじと会うには

ね花を咲かせるタイプ。有名人では、石川遼、堂

したが、北海道月寒で明治４１年に飼育に成功します。

どうしたらいい？に答えます。冬から春は出産シーズ

本光一、坂本冬美、千代の富士などがいます。

書き残された記録からひつじの伝承を紹介する本。

ン、かわいい子羊に会えるかも知れません。

『羊の物語 眠くならないヒツジのアンソロジー』
新宿書房 ２階閉架 請求記号（908 ヒ）

BOOK

『ラム肉レシピ６０』 舘野鏡子；著
ローカス １階生活 請求記号（596.33 タ）

BOOK

『羊毛フェルトで作る絵本のマスコット』 須佐沙知子；著

白泉社 １階生活 請求記号（594.9 ス）

眠れぬ夜に駆り出され柵を飛び越えさせられ

ひつじと言えば、馴染み深いのが、毛糸のウールとジ

ニードルと呼ばれる針でちくちくと指しながら作る羊

る。迷える子羊、静かに群れて、毛を刈られても

ンギスカンだと思います。ラム肉は低カロリー高タンパ

毛フェルトの人形たち。まるっこくて、あたたかみがある

おとなしくしている。古今東西のひつじが登場す

クの食材として注目されています。体を温める効果もあ

かわいらしさが人気です。この本では、ノンタンやぐりと

る詩、物語、戯曲、ひつじ図鑑まで幅広くひつじ

ります。特有の香りは脂肪を取り除き、強火調理で解

ぐらなど、絵本のキャラクターの作り方が型紙つきで紹

の魅力を伝える、まるごとひつじ本です。

消できます。ラム肉の新たなおいしさ発見の１冊。

介されています。見ているだけでもうっとり。

その２１の段

１年の締めくくりに

©紀伊国屋書店新宿本店

地域の文化に思いを馳せる
市民文藝発刊

市民文藝第５４号
１１月３０日（日）発刊
「市民文藝」は、地域文化の創造と発展を期して昭和３６年度に創刊され、
本年度で第５４号となります。今回は、１００名１,２８５作品の応募があ
りました。
市民文芸誌編集委員会で慎重に審議いたしましたが、市民文芸賞及び市民
文芸準賞へ推薦する作品がなかったため、その意見を参考に教育委員会会
議において「該当作品なし」と決定されました。
入選作品は７３作品、１１月３０日発刊の市民文藝第５４号に掲載されま
す。なお、市民文藝の入選者一覧は図書館ホームページから確認すること
ができます。

「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「え、『自分とは何か』、ですか？」
「せや」得意げな笑みを浮かべ、彼が大きくうなずいた。
「それをテーマに映画を作るんや―――――――」
②自由でいたいなら、同じだけ孤独を引き受けなければならない。
好きな時に食事して、眠くなったら寝て、観たい番組を観て、聴
きたい音楽を聴く。したくなければ何もしなくてもいいし、その気に
なればどこにでも旅立てる。
③どうかしてるよ。
そう思うことが週に３度ぐらいはある。
物事を決めるときには全員一致。

販売価格

１０００円（税込）

取り扱い場所

④ニートは悪だ！とか、ニートはクズだ！とか、言われるようになっ
て久しい。ニートへの風当たりが強い時代である。
たしかに、大抵のニートの素行は凶悪だ。

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／ザ・本屋さん／宮脇書店帯広店

お問合せ
帯広市図書館（☎０１５５－２２－４７００）

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『ぼくらの映画のつくりかた』 機本伸司 東京創元社 913.6 キモト
②『産む、産まない、産めない』 甘糟りりこ 講談社 913.6 アマカ
③『３年７組食物調理科』 須藤靖貴 講談社 Ｙ913 ス
④『俺は絶対探偵に向いてない』 さくら剛 ワニブックス 913 サクラ

