今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなことを
その１３０ 図書館利用がもっと便利に！！

システムが新しくなると
インターネットサービスがひろがります。
１１月 １日（水）～１２日（日） 貸出拡大 １５冊・５点を３週間
１１月１３日（月）～２０日（月） システム更新のため休館
１１月１２日（日）～２１日（火） ホームページ工事
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発信しています。

【システムが新しくなります】
★テーマ別オススメ資料
【やってみたい！こんな仕事】
【デザインって面白い！】
★調べてみよう・レファレンス

【ヒンメリの作り方】

図書館システム（自動貸出機・検索機・インターネット利用端末含む）を新しく更新するため
１１月１３日（月）～２０日（月）の期間休館させていただきます。

新しい機能がふえる予定です。
①Ｍｙ本棚
インターネット上で図書館の蔵書を「これから読みたい本」「読んでよかった本」な
どに登録して、自分で管理することができます。
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②新着図書メールサービス
好きな本、気になる本のキーワードを登録しておくと、新しい本が所蔵されたとき
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にメールでお知らせします。
このほか、本の表紙画像が表示できる、スマートフォン表示対応になるなどの新機能
追加を予定しております。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。
ＯＰＡＣのデザインも一新されますどうぞご期待ください。
お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館

１１月になり寒さも厳しくなってきました。館内は温度
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設定を２０度にして管理しています。
第７１回読書週間事業（～９日まで）を開催中です。
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１３日～２０日はシステム更新のため休館します。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
検索機（ＯＰＡC）、自動貸出機、図書館ホームページ
がリニューアルされますので、ご期待ください。
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やってみたい！こんな仕事
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●〇●〇デザインって面白い！●〇●〇
私たちの身の回りにある物、パッケージ、広告などなど、その全てに
作った人の思いがこもった「デザイン」があります。見た人に情報をわか
りやすく伝え、印象深く残るように考えられた理論や工夫があります。
実は奥が深～い、デザインに関する本を集めてみました。
BOOK

翔泳社 ２階一般 請求記号（727 ヒ）

１１月のカレンダー

仕事や趣味でチラシや原稿などを作る時、いまいちデザインがパッとしない…という方

色のついている日は休館です。

にお薦め！レイアウトから文字のフォント、色の使い方まで、「やってはいけない」デザイ
ン例とその解決法を、初心者にも分かりやすく伝授してくれます。

ある企業が「なりたい職業アンケート」を行ったところ、男子中学生は１位から、IT エンジニア、ゲームクリエイター、動画投稿者。女子中学
生は、歌手などの芸能人、絵を描く職業、医師。という結果になったそうです。世の中の多様化、ライフスタイルの変化により多くの職業が存
在します。これから就職する方も、いま働いている方も楽しめる、お仕事のいろいろを取り上げた本を展示・貸出します。
BOOK

『金融業界の仕事図鑑』 加藤孝治；ほか編著

BOOK

世に出るデザインの陰には、闇に葬られる多くのボツ案があります。この本は、実際
のプロジェクトから生まれたボツ案を通して、どのように商品デザインが生まれていくの

東京書籍 ２階一般 請求記号（366.29 オ）

中央経済社 １階ヤング 請求記号（Ｙ366 セ）
業界の第一線でバリバリ働く先輩たちに取材しリアルな声を集

『佐藤オオキのボツ本』 佐藤オオキ；著
日経 BP 社 ２階一般 請求記号（501.83 サ）

『日曜日のハローワーク』 小田豊二；著

BOOK

『やってはいけないデザイン』 平本久美子；著

かを紹介しています。デザイナーの苦労がぎっしり詰まった１冊。

「日曜日のハローワーク」、それは休日を利用して楽しみながら

めた、学生・若手社会人のための仕事ガイド・働き方ガイドです。

働ける職業。副業や小遣い稼ぎではなく、夢の実現や憧れの職

銀行や証券会社の仕事内容がわかりやすく紹介され、最近の金

業を持っている人に著者が会いに行きます。縁日の露天商、大相

融トピックスは大人が読んでも参考になります。

撲のタニマチ、金魚チャンピオン、いったいどんな仕事？？

BOOK

『農業をデザインで変える 北海道・十勝発、ファームステッドの挑戦』
長岡淳一／阿部岳；共著 瀬戸内人 ２階ビジネス 請求記号（611.77 ナ）
この本の著者は、帯広に本社を置く「株式会社ファームステッド」のおふたり。農業など
の１次産業でパッケージやロゴのデザインをしています。デザインには、こんなにもやる気

BOOK

『記者・ライターの「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本』
秋山謙一郎；著 秀和システム ２階一般 請求記号（070.16 ア）

『自然保護レンジャーになるには』 須藤なおみ；ほか著
ぺりかん社 １階ヤング 請求記号（Ｙ366 ナ 73）

フリーライター、広告ライター、出版社編集者など色々な「書く」

自然保護レンジャーとは、美しい日本の動植物を守る仕事で

職種があります。記者やライターに向いている人はどんな人か、

す。この本では自然保護レンジャーの多様な仕事内容、必要資

仕事内容、休みの日の過ごし方などがよくわかります。

格、仕事へのやりがいがわかりやすく書いてあり、環境や自然保

発信したい何かがあれば続けられる仕事がこの職業です。
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BOOK

１１月は経済産業省が推進する
「伝統工芸品月間」です。日本の

BOOK

術を受け継ぎつつ、さらに発展し
て世界に発信しています。

BOOK

BOOK

護に興味のある人にぜひ読んでもらいたい本です。

『日本の工芸品を元気にする！』 中川政七；著

BOOK

東洋経済新報社 ２階一般 請求記号（586.37 ナ）

伝統工芸品は伝承されてきた技

やブランド力を生み出せるパワーがあるのだと感じさせられます。

『世界の美しい地下鉄マップ』 マーク・オーブンデン；著 鈴木和博；訳
日経ナショナルジオグラフィック社 ２Ｆ一般 請求記号（686.2 オ）
世界中からかき集めた地下鉄の路線図を一挙大公開！複雑な地下鉄の路線をシンプ
ルで見やすい図にするために、デザインが重要な役割を果たしていることが分かります。
実用性と美しさを併せ持つ地下鉄路線図のデザインをご堪能ください。

『残したい日本の手仕事』 久野恵一；ほか著
枻出版 ２階一般 請求記号（750.21 ク）

BOOK

『美しい和のガラス』 齊藤晴子；ほか著
誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（751.5 サ）

創業３００年、奈良の老舗を継ぎ十三代目当主と

自然素材を使い、手仕事でできた「民衆的工藝」略し

明治から昭和初期につくられた日本産の和ガラス製

なった著者が「伝統産業を蘇らせる」ために奔走

て「民藝」。この精神を受け継いできた久野恵一さんが

品がよくわかる内容です。海外の技術を取り入れながら

し、行動してきた１５年の記録と未来へのビジョンを

選び抜いた道具を丁寧に紹介しています。実用使いの

技術革新を進めていった変遷が解説されています。コッ

示した本です。最近よく目や耳にする「中川政七商

ための工夫が経験によって蓄積されてきた結晶の品々

プ、小鉢、醤油さしは懐かしさを感じます。意外なところ

店」が躍進してきた秘密を知ることができます。

どれも美しく強い存在感を感じるものばかりです。

では、子ども用ままごと道具の精巧さに驚きます。

『日本の伝統的織りもの、染めもの』 三宅和歌子；
著 日東書院 ２階一般 請求記号（753 ミ）

BOOK

『つくって楽しむ わら工芸』 瀧本広子；編
農山漁村文化協会 ２階一般 請求記号（583.9 ツ）

BOOK

『世界一の金属の町 燕三条の刃物と金物』
平凡社 ２階一般 請求記号（581.02 セ）

伝統工芸品に指定されている４５の織物と染色

わらで作られたもので身近なものと言えばお正月の

新潟県燕市、三条市は金属加工製品の産地として

品がカラー写真で紹介されています。地域の特色を

しめ縄が思い出されます。昔はわらの通気性と保温性

知られています。そこで作られた包丁、カトラリー、ケト

活かした織物の風合いを知ることができます。着物

をいかした入れ物や飾り物などさまざまなものを作り、

ル、カレー皿、金属製品の魅力を余すことなく公開して

の生地として有名な西陣織、京友禅、大島紬など、

日常使いをしていました。わらの素朴であたたかみを

います。目利きの中川政七商店が編集に参加している

手作業の細やかさが伝わってきます。職人の伝統

感じる作品を自分でも作って楽しめる１冊です。今年は

こともあり、何年も使い続けることのできる技術力を備

技術も丁寧に解説されています。

自作のお正月飾りを用意してはいかがでしょう。

えた品物ばかりです。

その 56 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・
図書館では、どのような手順で調べものをすると良いのでしょう？司書が

照会、リファレンスともいう

調査の過程を公開します。みなさんが調べるときの参考になれば・・・。

「続きが気になる本。」ございます。

（『imidas』より）

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）ヒンメリ（フィンランドの飾り）の作り方が載っている本
回答）ヒンメリ（himmeli）はフィンランドの伝統的なヨウル（joulu）
冬至祭の装飾品である。藁に糸を通し、多面体を構成したら、
最後にそれらをつなぎ合わせて吊るす。別名「光のモビール」。（Wikipedia より）
①ヒンメリをキーワードに所蔵資料の確認 １件資料あり
711.6 オ 『ヒンメリ フィンランドの伝統装飾』 プチグラパブリッシング 2015.12
②他に出版されていないか確認
『フィンランドの麦わらモビール ヒンメリづくり』学研教育出版 2012.12→他館より借用する。
③上記２冊ともに著者は、おおくぼともこさん、この方について調べていく。
本人の公式ＨＰあり、http://himmeli.jp/index.html、ヒンメリ研究を独学で進めてきた方、
こちらでもヒンメリの作り方など紹介あり。
２０１６年に創作名義をおおくぼともこからサカキトモコにして活動をしている。
④インターネットで検索するといろいろと作り方が出てくる。（動画もあり）
キーワードは、ヒンメリ／作り方／自由研究／簡単など組み合わせると結果が絞り込まれる。
藁のように筒状のものであれば材料になりえるため、ストローで作る方法やアレンジが多数
紹介されている。
⑤これらを踏まえつつ、当館資料を再度さがすとこのような資料も発見できた。
754.9 ア『広告チラシでつくる世界の飾り小物』PHP 研究所→ｐ25,ｐ58 に簡単だが記載あり。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①カリ、カリ、カリカリ、カリ、リ、リ、リ、・・・・・・。
頭の痛みで目が覚めた。
同時に思った。
もうちょっと眠っていたい。
②窓の外でボオーッと汽笛が響き、縦長の窓硝子を震わせた。小
野寺乙松は、反射的に部屋の大時計に目をやった。十時十五
分。おそらく東京中で最も正確な時計の一つであるその大時計
は、優雅な飾り文字と重厚な二本の針で己の権威を主張してい
るかのようだ。
③海に浮かびながら、ゆっくり、ゆっくり、息を整えた。気がみなぎっ
てきた。もう一度、深呼吸して、頭からまっすぐ下降していった。
④「―――監督」
第八スタジオ裏の水道で顔を洗っていると声をかけられた。振り
返らなくても判る。脚本家の鷺森さんだ。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない』
水沢秋生 光文社 913.6 ミズサ
②『開化鐡道探偵』 山本巧次 新潮社 913.6 ヤマモ
③『永遠の道は曲りくねる』 宮内勝典 河出書房新社 913.6 ミヤウ
④『水底は京の朝』 岩下悠子 新潮社 913.6 イワシ

