今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その９６ 語り手育成講習会 ステップアップ・大人向け編

を発信しています。

【語り手育成講習会】

語り手育成講習会 ステップアップ・大人向け編

おはなしで繋がる地域の絆

★テーマ別オススメ資料
【ポケットに哲学を】
【キラキラ、ピカリなでしこさん】
★図書館をもっと身近に暮らしの

平成２７年３月１３日（金）
１３：３０～１５：００
◎大人を対象にしたおはなし会の運営方法、プログラムの組み方に
ついて、芽室町で活動している「おはなしポケット」のお ふたりを
お招きして講座を開催します。
高齢者施設、町内会、地域サロンで使える、読書を通じた絆づくり
にも活用できるプログラムです。
〇このテーマに興味がある方ならどなたでも参加できます。
〇受講は無料ですが、事前申し込みが必要です。（先着５０名）
〇希望の方は、図書館までお電話でお申込みください。

お問合わせ・お申込み
帯広市図書館 電話：0155-22-4700

なかに
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土

「やることは多いのに、なかなか思い通りに進まない忙し
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い時期」であるといいますが、みなさんはどんな冬をお過
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ごしでしょうか。今月は第５２回おびひろ氷まつりなど、
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しばれる寒さを楽しむイベントが多く開催されます。
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１月は行く、２月は逃げる、３月は去る。と、言われて、
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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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◆◆キラキラ★ピカリなでしこさん◆◆
「女性が輝く社会」が注目されている今、さまざまな分野で活躍している（していた）女性
たちを紹介します。取り上げられている方たちは、〇〇だからとういう価値観を覆し、自由
に伸びやかに自分を発揮しています。時に迷い、闘い、苦難を乗り越えた時に見せるキラリ
と光る笑顔にも注目してください。

風邪をひかないように冬ならではの体験ができるといい
BOOK

ですね。

『ヤマザキマリのアジアで花咲け！なでしこたち』 ヤマザキマリ／ＮＨＫ取

２月のカレンダー

ポケットに哲学を

材班；共著 メディアファクトリー ２階一般 請求記号（334.42 ヤ）

色のついている日は休館です。

ＮＨＫで放送されていた番組の書籍化作品。漫画家ヤマザキマリさんがトルコ、カン
ボジア、香港、フィリピンで働く女性たちを現地取材したコミックエッセイ。それぞれの場
所で力強く生きている女性たちに元気づけられます。①②があります。

凍てつく大地、人間も冬ごもりの季節です。慌ただしい日々を送っている方も、そうでない方もちょっと立ち止まってみませんか。
日常の不思議を見つめ直すことで、世界の見え方が変わる、そんな哲学入門書をご紹介します。哲学というと構えがちですが、どの
書き手もわかりやすく語りかけてきます。人の意見を読んで、自分も考えてみる。知的な活性化で変化があるかも？？
BOOK

『ふしぎなお金』 赤瀬川原平；著

BOOK

歴史上有名な女性はたくさんいますが、本書では、あまり知られていない日本の庶民

『世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え』 ジェンマ・エルウィン・

子どものころの訊いてもしょうがないと思っていた疑問が、解決

イギリスの子どもたち１００人の質問にその道のスペシャリスト

をしないまま大人になって頭の奥からふと出てくる。芸術家であり

が答えます。１００の質問それ自体が面白く、その答えは終わりで

作家である著者が絵と文章で語る哲学は、大人のなかに潜む子

はなくはじまりの予感を感じさせます。哲学の入り口「不思議に思

どもの部分を刺激する。続編もあります。

う」を堪能できる本。

の女性に焦点をあて、頼もしく大らかに生きる姿を紹介しています。名編集者、作家でも
ある永井路子さんの力量ある筆でいきいきとした彼女たちの人生が浮き上がります。
BOOK

『ハーバード白熱教室世界の人たちと正義の話をしよう＋

文藝春秋 ２階一般 請求記号（280.4 イ）
アウンサンスーチー、マザー・テレサなど、１０人の女性を取り上げたお茶の水女子大

BOOK

女たちの意外な素顔にも触れています。

『子どもの難問』 野矢茂樹；編 中央公論新社
２階一般 請求記号（104 ノ）

BOOK

チーム；著 早川書房 ２階一般 請求記号（311.1 サ）
東日本大震災後の復興のなかでぶつかるさまざまな課題、

ルに子どもとあるが、問いを発したのは哲学者である著者。粗野

難しい選択について倫理的、道徳的に議論する講義録が興味

で無防備、誰もが一度は持ったことのある問いの数々に、日本

深い。自分の力ではどうすることもできないとあきらめずに、大

の哲学者たちはどう応えるのか。

「勉強しなくちゃいけないの？」「死んだらどうなるの？」タイト

BOOK

シリーズはさまざまな歴史や文化
を図説で紹介している本です。貴
重な図版とわかりやすい説明、
意外な切り口のテーマで人気が
あります。今回は特に興味深いも
のを厳選しました。
BOOK

『図説シャーロック・ホームズ』 小林司・東山あか
ね；共著 河出書房新社 １階文学２（930.26 ド）
アーサー・コナン・ドイルの小説に登場するシャ

BOOK

『いろどり おばあちゃんたちの葉っぱビジネス』
立木写真館 ２階一般 請求記号（602.18 イ）
葉っぱビジネスで一躍有名となった、徳島県上勝町のおばあちゃんたち。春夏秋冬の
景色の中、笑顔でいきいきと働くおばあちゃんたちの写真が素敵です。地域で共に生きて
きた時間と経験が地方を活気づけた良いビジネスケースです。

きな問題と向き合う思索のすべを学べる本です。

河出書房新社の「ふくろうの本」

『世界を変えた１０人の女性 お茶の水女子大学特別講義』 池上彰；著

学特別講義を１冊にまとめたもの。どんなことをした人なのかわかりやすく解説され、彼

東北大特別授業』 マイケル・サンデル ＮＨＫ白熱教室制作
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『歴史をさわがせた女たち 庶民篇 新装版』 永井路子；著
文藝春秋 ２階一般 請求記号（Ｂ280.4 ナ）

ハリス；編 河出書房新社 １階ヤング 請求記号（Ｙ033 ハ）

毎日新聞社 ２階一般 請求記号（337 ア）

BOOK

BOOK

『図説世界古地図コレクション』 三好唯義；編
河出書房新社 ２階旅行 請求記号（290.38 ミ）

BOOK

『図説日本の近代化遺産』 北河大次郎・後藤治；編
河出書房新社 ２階一般 請求記号（602.1 ズ）

古地図、今では情報として古くなってしまったものは

近代化遺産とは、日本の近代化に貢献し、近代的手

ーロック・ホームズ、今なお人気の名探偵のひとり

地図としては役に立たないものですが、刷られた当時

法でつくられた建築や構造物のことを指します。この本

です。ホームズが活躍したロンドンを訪ねて歩きな

は最新の情報の宝庫であった１枚の紙。古地図を読む

では、国の重要文化財に指定されている場所はもちろ

がらその魅力を解き明かしていきます。小説を読ん

ことで人類がどのように世界を捉えてきたことがわかり

ん、朝ドラの影響で人気スポットとなったニッカウヰス

だことのない人も楽しめます。

ます。どれも美しい地図で見ごたえがあります。

キー余市蒸留所も紹介されています。

『図説宮中晩餐会』 松平乘昌；編
河出書房新社 ２階一般 請求記号（210.09 マ）

BOOK

『図説タータン・チェック』 奥田実紀；著
河出書房新社 ２階一般 請求記号（753.3 オ）

BOOK

『図説アルプスの少女ハイジ』 ちばかおり・川島隆；共著

河出書房新社 １階文学２ 請求記号（943 ス）

宮中晩餐会。豪華で高貴な響きがある荘厳な食

タータン・チェックに焦点をあてた珍しい１冊。イギリス

アニメの印象が強いこの作品ですが、原作は１９世

事会というイメージがあります。この本では、昭和天

で誕生したこの柄の歴史を言葉と図版で織り成した重

紀末にスイスで発表されました。「ハイジ」の物語を写

皇の料理番として腕を振るった秋山氏が残した食

厚な内容です。あたたかみがあり、エレガント、高校制

真と挿絵で堪能しながら、作者ヨハンナ・シュピーリの

事のメニューから、日本が西洋料理をどのように受

服などにも使用され日本人にもなじみ深いこの柄の知

生涯。１９世紀末のスイスの様子など豊富な情報が満

け入れてきたかを垣間見ることができます。

られざる世界を開いてみましょう。

載です。日本における「ハイジ」も必見です。

その 23 の段
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第５号 発刊
若い感性に感動！！

「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。

平成２７年２月２２日（日）
ジュニア文芸 第５号発刊です。
「ジュニア文芸」は、子どもたちの創作意欲、表現力の向上を目的に創刊され、
本年度が第５号となります。
今回は２９４名から２６９点の応募があり、ジュニア文芸実行委員会で慎重に
審査され、以下の受賞者を決定しました。
（入選者は図書館ＨＰで公開しています）
そして、このたび受賞及び入賞作品を掲載した「ジュニア文芸
します。文芸誌は図書館内にて閲覧、貸出を行います。
【受賞者】
最優秀賞
優秀賞
優秀賞

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冒頭から無駄話をするようで恐縮だが、こんな話をきいたことは
ないかな？某大学で実際にあった話だ。
②函館も札幌も、同じようなもの。
というのは、どうやら本州の人間のとんでもない誤解だったらし
い。私は、飛行機で函館空港に着くやいなや、空港ビルの一階

第５号」を発刊

のカフェで、「それじゃあ、先生」かつての教え子にまんまるに目
を見ひらかれ、唖然として言われてしまった。
③にわか雨が上がった。帆柱の上に、七色の虹が輝いた。

童話「魔法をあげよう」 巖 真弥 （帯広柏葉高等学校1年）
童話「かぼちゃ屋の友達」冨樫 凜香（帯広第四中学校2年）
俳句

鈴木

愛理（音更共栄中学校3年）

（おお、こんなに素晴らしい虹がわたしを迎えてくれたか）
④秋葉市立秋葉図書館の児童室は、自慢ではないが、かなり居
心地のいい空間である。コルク張りの床、目に優しい色彩の壁と

【受賞団体】
ジュニア文芸推進奨励賞※

家具、スツールを置いた閲覧コーナーの三方には腰高窓があ

新得町立新得中学校

（＊全校をあげて、ジュニア文芸に取り組み、
文芸活動を推進した功績に対し贈呈する賞。）

る。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『探偵少女アリサの事件簿』 東川篤哉 幻冬舎 913.6 ヒガシ
②『注文の多い美術館』 門井慶喜 文藝春秋 913.6 カドイ
③『私が愛したサムライの娘』 鳴神響一 角川春樹事務所 913.6 ナルカ
④『花野に眠る』 加納明子 東京創元社 913.6 カノウ

