今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その１１６ 語り手育成講習会 入門編

読書ボランティアをしてみたい方を応援！！
絵本の楽しさ伝えます

を発信しています。

【語り手育成講習会】
★テーマ別オススメ資料
【香りの世界】
【備えて安心防災の日】
★調べてみよう・レファレンス

９月１７日（土）１３：００～１５：００
帯広市図書館

【国民栄誉賞について】

１階多目的視聴覚室

絵本の読み聞かせを中心とした「おはなし会」の読み手として活動したい方
を対象に読み聞かせ講座を開催します。初心者を対象とした内容です。
講師は帯広市図書館の職員が担当します。
（筆記用具をご持参ください。
）
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◇講座内容
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おはなし会をする前に・・・
（準備）／絵本の選び方
おはなし会実演
受講者のみなさんの読み方診断も行います。

◇申し込み方法
受講は無料ですが、事前の申し込みが必要となります。

帯広市図書館
図書館まで電話でお申込みください。
お問合わせ・申し込み 帯広市図書館（0155-22-4700）
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今年は初夏からずっと雨に悩まされている気がします。

よむ☆トショ

蒸し暑さで体調をくずしてはいませんか？
秋風が涼しく感じられるころになりました。読書の秋の到来
です。今月も図書館では、あらゆる場所でさまざまな資料を

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

展示・紹介しています。どのコーナーも月替わりでテーマが
変わっていきますので「あっ」と思ったらすぐ手にとってご覧
いただくことをおすすめします。
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香りの世界
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〇●〇●備えて安心・防災の日〇●〇●
災害時のことを考えるのは誰しも気が進みませんが、防災の日に
ちなみ、あなたとあなたの家族が万一の災害に対処する備えと、
安心・安全を手に入れるため準備しましょう。
今回ご紹介する本を参考にしてみてはいかがでしょうか。
BOOK

楽工社

９月のカレンダー

■□■□■□■

できる具体的な内容。また、あらゆる災害に対応でき科学的根拠が明示されているところ
が信頼できる資料です。知っておいて損のない知識ばかりです。

みなさんは、どんな香りが好きですか？香りはヒトの感情や行動、記憶を司る大脳辺縁系に直接働きかけ、さまざまな効果を与えていま
きや眠るときなど、さまざまな場面で香りは欠かせないものです。今月は「香り」についての本をご紹介します。
BOOK

『香りの扉、草の椅子』 萩尾エリ子；著

BOOK

BOOK

ブたち。本を読んでいると、自然とハーブのイイ匂いがしてきそ

す。お香マイスターがＱ＆Ａ形式でわかりやすく解説、お香につい

うな気がします。季節ごとの美しい写真が目を引き、自然に囲ま

ての歴史や楽しみ方が幅広く紹介されています。初心者から、お

れて生活することの素晴らしさを感じることができる１冊です。

香や線香についての知識を深めたい方にもおすすめの１冊です。
BOOK

エフジー武蔵 ２階一般 請求記号（527.9 コ）
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原書房 ２階一般 請求記号（751.5 ガ）

ブーケといっても花だけではありません。ハーブを使った小さ
な香りの花束「タッジーマッジー」は日常の暮らしに取りいれた

水の歴史を感じられる美しい図鑑です。また、６段階評価のマーク

り、誰かにプレゼントするのも良いと思います。お店で手に入れ

が香水のボトルの形をしているところも可愛い。コレクションの始

やすい３６種のハーブを紹介。写真も豊富で、とてもカラフルな

め方も掲載されており、これから収集したい方にとっても適した１

素敵な１冊です。

冊です。

人気です。子どもたちの仮装の衣
装づくりやパーティの準備に役立
つ本を集めて展示・貸出をします。

BOOK

「やりかた」がとてもわかりやすい。どんな場面にも役立つ最強のアイディアが満載で
す。なかには、現実的でないものも一部ありますがご愛嬌でひとつ。
BOOK

『マイ・ヴィンテージ・ハロウィン』 マリオン・ポー
ル；著 グラフィック社 ２階一般 請求記号（386 ポ）

BOOK

『「もしも」に備える食』 石川伸一／今泉マユ子；共著
清流出版 ２階一般 請求記号（369.3 イ）
どんな状態でも生き残るためには、食料を確保しなくてはなりません。携帯ガスコンロ
でご飯を炊く、缶詰を使っておかずを作るなど普段から使える災害食レシピ集。備蓄すべ

『香水瓶の図鑑』 ベルナール・ガングレール；著
９００点の香水が１９世紀から現在まで年代ごとに分類され、香

BOOK

生き残るために緊急時に役に立つ１７５の対処方法を図解により説明。それぞれの

『よくわかるお香と線香の教科書』 愛知県線香卸商組合；編

日本の香りと聞いて「お香」を思い浮かべる方もいると思いま

『香りを楽しむ季節の簡単ハーブブーケ』 近藤洋子；著

『図解！！生き残るためのやりかた大百科』 プレド・ジョーゼフ；著
パイインターナショナル ２階一般 請求記（369.3 プ）

ハーブショップを営む著者が教えてくれる、四季折々のハー

ここ数年、ハロウィンイベントが

BOOK

三恵社 ２階一般 請求記号（576.6 ヨ）

地球丸 ２階一般 請求記号（499.87 ハ）

２階一般 請求記（369.3 ブ）

アメリカで出版され、ベストセラーになった防災書の日本語版。一般家庭ですぐに実践

色のついている日は休館です。

す。このごろは香水並みにいい香りが長持ちする柔軟剤や化粧品などのケア用品も人気があります。日常生活の中でも、リラックスしたいと

『自分と家族を守る防災ハンドブック』 アーサー・ブラッドレー；著

き食品がよくわかるので、無駄なく、力まず心構えを実践できます。
BOOK

『にげましょう 災害でいのちをなくさないために』 河田恵昭；著
共同通信社 ２階一般 請求記号（369.3 カ）
「にげることは生きること」という著者の切実な願いが込められた絵本です。子どもたち
にも理解できる内容とイラストなので、家族みんなで定期的に話題にしたい本です。避難
しなくてはならない状況を見極めるのにも役立ちます。

『親子で楽しむ！なりきりハロウィン手作り衣装』 主婦
の友インフォス情報社 １階生活 請求記号（593.3 オ）

BOOK

『ハロウィンパーティレシピ』 木村幸子；著 主婦の
友インフォス情報社 １階生活 請求記号（596.4 キ）

ハロウ ィンの由来や歴史に ついてご 存じです

こちらは型紙付きで、魔女、ドラキュラ、かぼちゃ、お

ハロウィンと言えば、かぼちゃ料理。かぼちゃのアレ

か？この本では、祭りの由来や変遷、ヨーロッパや

姫様の衣装が掲載されています。サイズを大きくして

ンジレシピがたくさん紹介されているので、おいしい秋

アメリカでの楽しみ方などが紹介されています。

パパ・ママの衣装も作れます。効果的なメイクや小物づ

の恵みをたっぷりいただけます。自宅のパーティにはも

古き祭りの意味を知り、現代風にアレンジして楽し

くりの方法もあります。お手軽に手持ちのＴシャツをリメ

ちろん、持ち寄りにも使えるものが多いのがうれしいで

んでみてはいかがでしょう。

イクするやりかたもあります。

す。おばけメレンゲがおすすめです。

『１００円グッズでかわいいコスプレ』 永高真寿美；著
主婦と生活社 １階生活 請求記号（593.36 エ）

BOOK

『楽しいハロウィンコスチューム＆グッズ』 寺西恵里
子；著 辰巳出版 １階生活 請求記号（593.36 テ）

BOOK

『ホラーめし ハロウィン ヴィジュアル レシピブック』
主婦の友社 １階生活 請求記号（596.4 ホ）

フワフワの妖精ドレス、女の子の憧れのお姫様ド

ハロウィンを楽しむための１冊です。衣装、パーティ

ちょっと怖いハロウィンレシピ集です。おばけやモン

レスが、１００円グッズでミシンも使わずにできるとし

の飾りつけ、お食事のレシピなど、子どもたちが喜ぶ演

スターをさまざまな食材で表現しています。少しの手間

たら・・・。おどろきのアイディア満載で手作りが楽し

出ができます。どれも簡単に挑戦できるものばかりで

と遊びゴコロでパーティが盛り上がること間違いなしの

くなる本です。年に１度だからこそバッチリかわいい

す。今年のハロウィンは仲間を招いてパーティをしてみ

お料理ばかりです。カラフルふりかけや食紅を上手に

衣装で変身させてしまいましょう。

てはいかがでしょう。

使って、びっくりおいしいお料理に挑戦しましょう。

その 42 の段

レファレンス（reference）

©紀伊国屋書店新宿本店

参考・参照図書・問い合わせ・照会
図書館で調べものをするとき、司書はどんな手順で調べるのか公開します。

リファレンスともいう（『imidas』より）

「続きが気になる本。」ございます。

調べる方法を紹介していきますので、参考になれば・・・と思います。

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。

質問：国民栄誉賞とは、どんな賞？いままでの受賞者は？
①まず、賞の意味を調べる
Ｒ813.1 シ 1 『広辞苑 第６版 あ-そ』 ｐ991
引用）広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに顕著な業績のあった人に
内閣総理大臣の決定より贈られる表彰。１９７７年、プロ野球の王貞治選手が最初。
②歴代受賞者を調べる
★書籍
Ｒ059 ヨ 『読売年鑑 ２０１６』 ｐ131
Ｒ03.1 ゲ 『現代用語の基礎知識 学習版 ２０１４-２０１５』 ｐ16
814.7 イ 『今がわかる最新時事用語２０１５』 ｐ132～
＜現時点で２０１３年５月５日 長嶋茂雄・松井秀喜の受賞が最新のため、それ以降に
出版されている資料を示す必要がある。＞
★インターネット
内閣府のＨＰ http://www.cao.go.jp/others/jinji/kokumineiyosho/index.html
目的 表彰者 受賞者一覧（氏名 表彰年月日 功績）の記載あり
★新聞
北海道新聞（朝刊） ２０１３年４月２日 【異例ダブル授与 首相主導 国民栄誉賞】
回答）２０１６年８月２６日現在、２２個人、１団体に授与されています。
王貞治 古賀政男 長谷川一夫 植村直己 山下泰裕 衣笠祥雄 美空ひばり 千代の富士
藤山一郎 長谷川町子 服部良一 渥美清 吉田正 黒澤明 高橋尚子 遠藤実 森光子
森繫久彌 ＦＩＦＡ女子ワールドカップドイツ 2011 日本女子代表チーム 吉田沙保里 大鵬幸喜
長嶋茂雄 松井秀喜

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①安岡寧には口癖がある。
日が暮れる。明かりをつけようとスイッチを押す。ぱちんと嫌な音
がする。切れちゃったか、取り替えなくちゃ。
②東京の風景にまだ慣れない。
ふと顔を上げる。窓にたたきつけるような雨に、ゲリラ豪雨、という
言葉が浮かぶが、私が日々、相手にしている若者にはなんのこ
とだかわからないだろう。こんなふうに雨が降ることに皆、慣れて
しまったからだ。
③「おれ、決めたんだ、クリエイターになるよ」
ある下町のカフェで、かつての彼氏である北川哲也はそう宣言し
た。
④気持ちはお察ししますが、いいですか、落ち着いて聞いてくださ
いね。
ことの起こりは、ありふれた日常のワンシーンからでした。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『ご機嫌な彼女たち』 石井睦美 角川書店 913.6 イシイ
②『アカガミ』 窪美澄 河出書房新社 913.6 クボ

③『選ばれし壊れ屋たち』 鹿島田真希 文藝春秋 913.6 カシマ
④『日替わりオフィス』 田丸雅智 幻冬舎 913.6 タマル

