今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと

豊かな想像の世界への招待
第４回 朗読会
日時

平成２７年１月２５日（日）
１４：００～１５：３０
場所 帯広市図書館１階 研修室
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を発信しています。

その９５ 第４回朗読会のお知らせ

【第４回朗読会】
★テーマ別オススメ資料
【美しい世界】
【器（うつわ）のはなし】
★図書館をもっと身近に暮らしの
なかに

【図書館映画会】

帯広図書館友の会のみなさんによる朗読会を開催します。今回は、幼き子どもたちを見守
る大人のあたたかいまなざしを大切にした作品を中心にした５作品を朗読します。
申込みは不要です。当日、直接会場までお越しください。
朗読作品
★「みんなを好きに」あまんきみこ

『金子みすゞ生誕一〇〇年記念別冊太陽』より

金子みすゞの足跡をたどった著者の回想

朗読 岡林節子さん

★「魔術」芥川龍之介
インド人の友人から魔術を教えてもらうための条件とは？ 朗読 日高眞紀さん
★「海のものと山のもの」黒柳徹子
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『窓ぎわのトットちゃん』より

お弁当の時間がとっても楽しくなった校長先生の秘策

朗読 宮崎笑子さん

★「親鸞」五木寛之（一部抜粋）
親鸞幼少期、９歳で出家し比叡山に修行に入る部分

朗読 高木幸子さん

★「橋をかける 子ども時代の読書の思い出」美智子（一部抜粋）
IBBY 基調講演で世界に感動をあたえたメッセージ

朗読 沖野弘治さん

お問合わせ 帯広市図書館 電話：0155-22-4700

帯広市図書館

今年もよろしくお願いいたします。

よむ☆トショ

昨年は、おかげさまで来館者４００万人を達成することが
できました。日頃、みなさまにご利用いただけた結果だと
職員一同喜んでおります。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

今年もみなさまの１冊との出合い、読書の楽しさをお手伝
いできるよう丁寧な対応と細やかな資料管理・保存を心
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■◆● 器（うつわ）のはなし

うつわは意外とはたらきものです。生活に欠かせない道具としての機能や食卓や空間を演出
する大事なアクセントになります。おいしいごはんを食べる時や花を活ける時など、どのうつわ
を使うのか、チョイスひとつで印象が変わります。うつわ選びは重要です。
今月はそんなうつわに注目し、ご紹介します。
BOOK

１月のカレンダー

がけていきたいと思います。

美しい世界

●◆■

『日々、うつわ』 萩原健太郎；文と写真 ｓａｅ；レシピと料理
誠文堂新光社 １階生活 請求記号（596.9 ハ）

色のついている日は休館です。

手仕事の温かみ、そして素朴なところが魅力の民藝。沖縄県や島根県など、全国の
陶磁器の産地から１４ヵ所を選び、民藝・うつわの基礎や特徴、それぞれのうつわにあ
った料理とレシピを紹介しています。写真が豊富で読みやすい１冊です。

ここ数年、絶景写真集のブームがきています。ブームに乗りたくさんの美しい写真を集めた本が多く出版されています。世界の建築物や景
色、生物、自然現象などから、普段目にすることが無い、思わず見とれてしまうようなさまざまな美しい世界を堪能できる本をご紹介します。
心だけでも遠く離れた世界に旅立ちリフレッシュしてみてください。
BOOK

『世界一美しい自然現象図鑑』 渡部潤一；監修

「花を活ける」ことには憧れるけれど・・・という方におすすめ。毎日の暮らしのなかに

『世界で一番美しい駅舎』

BOOK

砂漠の中で熱湯を噴き出し続ける七色の岩、１日２０人しか入

待合室を兼ねた熱帯植物園があるマドリッドの駅、まるで深海

れない固まった砂丘が侵食されてつくりだされた赤い砂岩、火山

の底へ潜っていくかのような錯覚に陥るナポリの駅、アール・ヌー

が吐き出す巨大な蒸気の輪。地球が作り出す世界各地の絶景・

ヴォー様式の装飾が散りばめられた歴史あるプラハの駅など、そ

現象をご紹介。

の駅だけを見に旅したくなる一冊。
BOOK

BOOK

『うつわ作家の食器棚』
枻出版社 ２階一般 請求記号（751 ウ）
以前は高価なものという印象が強かった作家が作ったうつわも、いまでは私たちの普

の大学図書館。もともとは王室の宮廷図書館だった、世界一美
しいバロック様式の図書館と称されるオーストリア国立図書館
など、世界中から３７の読書好きにはたまらない図書館が登
場。

ているうつわなど紹介した１冊です。

『ザ・ワイルドライフ・フォト』 ロザムンド・キッドマン・コック
ス；著 日経ナショナルジオグラフィック社

世界で最も美しいと言われる本を所蔵するアイルランド最古

BOOK

２階一般 請求記号（481.7 コ）

その他に、うつわ作家 100 人の仕事も掲載しています。
『手づくりする木の器』 西川栄明；著

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（754.3 ニ）

世界で最も古い歴史を持つ権威ある写真賞「ワイルドライフ・

木で作られた器やお皿は手作りのやさしさや温もりが感じられるものです。この本では

フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー」の歴代受賞者１０人の代表作

木工作家３１人の作品約３００点や、それぞれの作家プロフィール、モノづくりに対する考

を収録。大自然や野生動物の奇跡の瞬間がここにあります。

え方も紹介しています。

木の器の手入れ方法や簡単な作り方も掲載しています。
BOOK

れ、北海道に関する雑学やうんち
く本の出版が相次いでいます。
指摘されて初めて気づく地元なら
ではのことに驚きます。他県出身
の人たちと交流する時の会話の
きっかけになります。冬休みの自
由研究にもおすすめです。

器と共に四季ごとに紹介しています。花のある暮らしを始めてみてはいかがですが？

段使いのものへと変化しつつあります。人気作家６人の食器棚を公開し、普段使いをし

『世界の夢の図書館』

地域のオリジナリティが見直さ

花があると、いつもの風景も少し違って見えてくるものです。この本では５３種類の花を

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（686.53 セ）

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（010.2 セ）
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『花活けのココロ』 ＣＨＡＪＩＮ；著

主婦と生活社 ２階一般 請求記号（627.9 チ）

双葉社 ２階一般 請求記号（450 セ）

BOOK

BOOK

BOOK

『がっつり北海道だべさ』 千石涼太郎；著
双葉社 ２階一般 （Ｂ302.11 セ）

BOOK

『北海道の地名謎解き散歩』 合田一道；著
中経出版 ２階旅行 請求記号（Ｂ291.1 ゴ）

北海道本ブームの火付け役とも言えるシリー

北海道の地名はアイヌ語地名に漢字をあてているこ

ズ。小樽出身の著者が長年の東京生活に終止符

とが多く難読と言われることも少なくありません。地名

を打ち札幌在住になり新たな生活で知った北海

の謎と由来をこちらも北海道ノンフィクションの実力者

道の魅力を余すことなく紹介しています。ユーモ

の著者が資料を駆使して解説しています。写真や地図

アある語り口が楽しく人気の本です。

が満載で旅行のお供にもぴったりな１冊です。

『なにこれ！？北海道学』 池田貴夫；著
北海道新聞社 ２階一般 請求記号（382.11 イ）

BOOK

『４７都道府県ケンミン性の秘密』 山下龍夫；著
幻冬舎 ２階一般 請求記号（361.42 ヤ）

BOOK

『北海道・東北「方言」から見える県民性の謎』
篠崎晃一；著 実業之日本社
２階一般 請求記号（818.1 シ）
知らずに使っているのが方言。話している本人も気づ
かないうちに使っている言葉が方言であったことに驚き
ます。どのような背景から語り継がれてきたのかがわ
かる雑学本としてもおもしろい本です。

BOOK

『北海道トリビア』 北海道トリビア発見プロジェクト；編

泰文堂 ２階地域 請求記号（Ｈ302.1 ホ）

北海道開拓記念館の学芸員が研究を通して

特徴的な気質を統計データから読み解いて解説して

北海道トリビアを誰でも知っている初級レベルから難

見えた北海道の伝統文化について考察していま

いる本です。出身有名人など具体的な人物を挙げてい

易度ごとに紹介しています。かわいいイラストが多用さ

す。生活民具や食事などの身近な部分から北海

るためイメージしやすく、妙に納得させられます。４コマ

れ堅苦しくなく、地域の歴史や風習を知ることができま

道を解き明かします。あたりまえの風習が歴史に

マンガで楽しく、統計データでしっかりと県民性がわか

す。同じ道内でも知らないことがたくさんあります。参考

裏打ちされて浮かび上がります。

る本です。例外の方もいるとは思いますが・・・。

文献も多く更に調べを進めるきっかけにもなります。

その２２の段

大きなスクリーンで

©紀伊国屋書店新宿本店

映画を楽しみましょう
映画会のお知らせ

「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。

毎月第２・第４日曜日は図書館が
映画館に変身します。

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「その名前は決してこの世界では、口にしてはならない」

図書館では、毎月第２日曜日に「こども映画会」
、第４日曜日に「日曜映画会」を開催

絶対なる禁忌を、男は強い口調で言い放つ。どんな妥協も許さ

しています。
「こども映画会」は、子どもたちに人気の絵本を映像化した作品を中心に

れないと、声のみならず、彼のすべてが語っていた。

したラインナップ。
「日曜映画会」は懐かしの名画が勢ぞろい。毎回、満員御礼の人気企画です。
入場無料、事前申し込み不要の当日受付です。
１４時開始、終了は作品ごとに異なります。会場は１階多目的視聴覚室です。

②いわゆる大学における教職というのは、ただひたすら上を目指し
ライバルをけ落とし続ける、学園バトルロイヤルである。
「瓶子先生、今度、付属高校でデータ取りのバイトしませんか」
③トオリヌケ キンシ

１月上映作品
１月２５日 「アフリカの女王」

その札を見るたびに、思っていた。
④真珠の輝きは、貝の苦しみから生まれる。
胎内に入りこんだ異物を吐き出そうとして叶わなかった時、貝は

２月上映作品

それを自らの分泌物で巻き込むようにくるみ、痛みと折り合いをつ
けようとする。

２月 ８日 「わすれられないおくりもの」
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

２月２２日 「秋刀魚の味」

①『１１月のジュリエット』 乾ルカ 角川書店 913.6 イヌイ
②『マル合の下僕』 高殿円 新潮社 913.6 タカド

図書館で上映した作品は視聴覚資料として所蔵している資料です。
貸出もできます。

③『トオリヌケキンシ』 加納朋子 文藝春秋 ９１３．６カノウ
④『ありふれた愛じゃない』 村山由佳 文藝春秋 ９１３．６ムラヤ

