
『きくちいまが伝えたい！買ってはいけない着物と着物まわり』

きくちいま著 実業之日本社 2013

着物は高価なため納得のいく買い方をしたいですよね。着物を持っていな

い人・持っている人、関係なく参考になる本です。店員が着物を着ていない

お店では買ってはいけないなど着物を買う時のポイントが載っています。

ファッション
秋といえば“芸術の秋”が挙げられますが、

ファッションに関する本を読んで、感性を

みがきませんか？

お手入れ

『10年着るための衣類ケアブック おしゃれと手入れの楽しみ

かた』 石川理恵取材・文 技術評論社 2012

繊維の特徴と扱い方が載っているので、お手入れがしやすい

素材や好みの素材を確認できます。また洗剤の種類やアイロン

の温度のマークも載っているので、一目でチェックできます。

毎日の洗濯についての基本事項（汚れをチェック・分ける・洗

う・干す）を再確認して最適な洗い方を見直してみませんか？

『足もとのおしゃれとケア』 代永勉監修 技術評論社 2011

“おしゃれは足もとから”という言葉があるように、靴のお手

入れをして素敵な靴を履きませんか？靴の選び方や靴の素材に合っ

たお手入れ方法からむくみなど足の健康法までわかります。

調べる

『ファストファッションはなぜ安い？』伊藤和子著 コモンズ 2016

安くてスタイリッシュな服は消費者にとってありがたいものです。しかし、

安く買うことができるのはアパレル企業が人件費の安い発展途上国の工場に

下請けや委託をし、工場で働く人々に過酷な労働を強いているのが事実です。

この本を読めば、工場で働く人にとっての労働環境保障の重要性に気づくこ

とでしょう。

『日本のファッション 明治・大正・昭和・平成』城一夫著 渡辺直樹著

青幻舎 2007

この本を読むと、日本の近現代のファッションの移り変わりがわかります。

明治初期～平成まで10年ごとのファッションの絵が載っています。ちなみに、

1950年代は、「ローマの休日」、「麗しのサブリナ」に登場したヘップバー

ンのファッションが人気を集めたそうです。それぞれの年代で流行した色の

一覧があり、一目でどんな色が流行っていたのかもわかります。

『メガネの文化史』 リチャード・コーソン著

梅田晴夫訳 八坂書房 1999

メガネが使われるようになって600年以上が経ちます。主に西欧の1300年頃

から1960年代までのメガネの絵が載っていて形の変遷がわかります。この本

では、眼鏡を描いた最も古い絵も載っています。

『図解 装飾品』 池上良太著 新紀元社 2012

世界の古代～近代に渡るまでの装飾品について、網羅的に解説されていま

す。装飾品は古代から存在し、当時は主に権力の象徴や護符として使用され

ていました。その時々の国の装飾品の変遷を見るのもいいですし、国同士や

時代で装飾品を比べてみるとおもしろいです。

ブランド

『ブランドの条件』 山田登世子著 岩波新書 2006

人々が、ブランドの商品になぜ憧れをもつのか根本的なことか

ら述べられています。ブランドには創立者の神話化・伝説化の存

在が大きく関係しているのです。ラグジュアリーに興味のある人

は必見です。

『上品な上質 ファミリアの考えるものづくり』 株式会社ファ

ミリア編 ダイヤモンドビジネス企画 2015

ファミリアのバッグや小物など持っている人は少なくないで

しょう。男の子や女の子、くまやうさぎのアップリケが施され

たデニムバッグは50年以上前に作られたそうです。この50年以

上愛されているデニムバッグが、いかにこだわって作られてい

るのかがわかりますよ。

着る

『ゆかたの着つけハンドブック 英語訳付き』

安田多賀子著 誠文堂新光社 2015

ゆかたを着つけする上で欠かせない、肌襦袢や腰紐などわか

りやすく解説しています。帯の結び方は写真とともに説明して

います。英語付きなので日本文化を学びながら英語も学べます。

『進藤やす子の着回しの天才 12 Items,120 Styles』 進藤や

す子著 集英社 2015

この本を読むと、マネしたいコーデがいっぱい見付かるはず

です。フレアスカートなど着回しに必要なベーシック12アイテ

ムはじめ、かわいいイラストとともに解説されています。

※雑誌コーナーにもファッション雑誌

があります！

『販売員・ファッションアドバイザー

になるには』 浅野恵子著 ぺりかん社 2016

百貨店をはじめ販売に関する仕事をされている方の体験談やアド

バイスを見ることができます。接客の仕事に興味を持っている人は、

ぜひ読んでください。

仕事

英語

『名作映画完全セリフ集 スクリーンプレイ・

シリーズ128 プラダを着た悪魔』 ローレン・ワイズバーガー原作

亀山太一監修 スクリーンプレイ 2008

舞台は、ニューヨークのファッション雑誌『ランウェイ』のオ

フィス。アシスタントのアンディと悪魔のようなカリスマ編集長

のミランダの会話にぜひ注目してみてください。英語を学びなが

らファッション業界を知ることができます。映画のDVDも借りられ

ます。

読む

『こんな生き方がしたい ファッションデザイナー ココ・シャネル』

(シリーズこんな生き方がしたい) 実川元子著 理論社 2000

パンツルックは今では誰でも着こなすことができますが、女性も履

くことを社会的に受け入れられるようデザインした最初のデザイナー

がココ・シャネルです。ココ・シャネルの歩んだ人生を知ることで、

どのようにセンスを学んでいったのか、ファッションへの信念もわか

ります。巻末の「ファッションデザイナーになりたいあなたへ」によ

れば、ほとんどのファッションデザイナーがティーンの頃から服作り

が好きで、服作りを楽しんでいたそうです。

『リアル・ファッション』(SUPER! YAシリーズ)

ソフィア・ベネット著 西本かおる訳 小学館 2012

ファッション好きで将来デザイナーのオフィスの雑用係になることを夢見

る、ロンドンに住む14歳の女の子ノニー。ハリウッドデビューしたばかりの

ジェニーと国連職員の夢をもつエディの二人の親友がいます。エディのボラ

ンティア活動で知り合った難民の12歳の不思議な女の子には素晴らしい才能

があることをノニーは気づきます。悔しい思いをしたり、親友のことを思い

合ったり、ファッションを通じて女の子たちが成長していく物語です。素敵

な服のデザインが登場するので、想像すると華やかな世界が広がります！
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旅行ガイドが新しくなり
ました。
この時期、旅行するわけには

いきませんが、将来の旅行に向
けて夢想するのにいかが？
昭文社のことりっぷ最新版です！

会津・磐梯 ２版 東北５

青森・函館 東北７

安曇野・松本 ３版 甲信越４

淡路島 鳴門 ３版 関西７

伊香保・草津 ２版 関東２

石垣・宮古 ４版 沖縄２

伊豆 ３版 関東９

伊勢志摩 ３版 東海３

いわき 東北６

海の京都 関西９

えひめ南予 四国３

大分 九州５

大阪 ３版 関西３

小笠原 関東１０

沖縄 ４版 沖縄１

沖縄さんぽ

小布施・長野 ３版 甲信越３

香川 四国２

角館・盛岡 ２版 東北３

金沢 ４版 北陸１

鎌倉 ３版 関東６

軽井沢 ３版 甲信越２

河口湖・山中湖 ２版 甲信越１

城崎温泉 出石・豊岡 関西８

京都 京阪沿線 祗園・伏見・貴船

京都さんぽ

清里・八ヶ岳・南アルプス 甲信越６

倉敷・尾道 瀬戸内の島 ３版 中国２

『逆ソクラテス』伊坂幸太郎著 集英社 2020
教師期待効果。教師が優秀になりそうだと思っている

生徒は実際に優秀になるというデータがある。けれど逆

にこの生徒がダメな子だと思い込んで接していたらだめ

になる？久留米先生にいつもダメ扱いされている草壁く

んが先生を見返すには？ユニークな転入生と、普通のぼ

くと美人優等生の企てはうまくいくのか？転校した理由

の秘密、陽気だった先生が無気力になっ

た原因、ミニバスケット中の事件、正

直に謝れば許してくれる？伊坂幸太郎

らしいひねりの聞いた５編の短編集。

インターネットで蔵書が検索・予約できるようになりました。

URLははと時計の紙面をご確認ください。
予約した日の翌日午前中にはカウンターに用意していますので、１週間以内に

図書館に借りに来て下さい。特に図書館から連絡はしません。

高知 四国４

神戸 ４版 関西４

札幌 北海道１

滋賀 ２版 関西１

四国 ２版 四国１

静岡・浜松 ２版 東海４

知床・阿寒 ２版 北海道３

仙台 ３版 東北４

立川・福生・青梅 関東１２

ちちぶ 関東１１

千葉・房総 ２版 関東３

東京 ４版 関東４

東京さんぽ

鳥取 中国５

富山 北陸２

十和田 奥入瀬 ２版 東北２

名古屋 ３版 東海２

奈良・飛鳥 ３版 関西５

新潟・佐渡 ２版 甲信越５

日光・栃木・益子 ３版 関東１

萩・津和野・下関・門司港 ２版 中国４

函館 ３版 北海道４

箱根 ３版 関東８

飛騨高山 白川郷 ３版 東海１

弘前 東北１

広島・宮島 ３版 中国３

福岡 ４版 九州１

富良野 美瑛 ２版 北海道２

松江・出雲 ３版 中国１

屋久島・鹿児島・霧島 九州４

山形 東北８

由布院 黒川温泉 ２版 九州３

横須賀 関東７

横浜 ３版 関東５

和歌山 ３版 関西６

京都 関西２

長崎 ハウステンボス・五島列島

福岡 門司港レトロ・柳川

図書館主任の希望で地球の歩き方の御

朱印シリーズも入りました。日本全国・

関西・神社やお寺の御朱印本の新しい８

冊、見てみませんか？

海外はＪＴＢパブリッシングのララチッタシリーズ
最新版！
アムステルダム・ブリュッセル ヨーロッパ７

アンコールワット・ホーチミン アジア９

イギリス ヨーロッパ１２

イタリア ヨーロッパ１０

ウィーン・プラハ ヨーロッパ６

グアム 太平洋２

ケアンズ・グレートバリアリーフ 太平洋３

シドニー・ウルル（エアーズ・ロック） 太平洋４

上海 アジア４

シンガポール アジア５

スペイン ヨーロッパ８

セブ島・フィリピン アジア１４

ソウル アジア１

台北 アジア２

台湾 アジア１３

ニューヨーク アメリカ１

パリ ヨーロッパ３

バリ島 アジア１０

ハワイ島・ホノルル 太平洋５

バンクーバー・カナディアンロッキー アメリカ４

バンコク アジア６

プーケット・サムイ島・バンコク アジア７

プサン アジア１１

フランス ヨーロッパ１１

ベトナム アジア１２

ホーチミン アジア８

北欧

ホノルル 太平洋１

香港・マカオ アジア３

ミュンヘン・ロマンチック街道・フランクフルト ヨーロッパ５

ミラノ・ヴェネツィア ヨーロッパ２

ラスベガス・セドナ アメリカ２

ローマ・フィレンツェ ヨーロッパ１

ロサンゼルス・サンフランシスコ アメリカ３

ロンドン ヨーロッパ４

オーストラリア 太平洋６

読書運動の優秀作品を11月21日（土）
まで展示しています。
(うち高２のPOPはコンテスト出品のため
11月初旬までの展示となります）。

『美しき小さな雑草の花図鑑』大作晃一写
真 多田多恵子文 山と渓谷社 2018

「所さんの目がテン！」という番組で変わった図鑑が

紹介されていた１冊。エノコログサ（ねこじゃらし）、

ツユクサのおしべは虫が蜜をなめているとちょうどおな

かにおしべがべったりくっつくように設計されていたり

と美しくもよく計算された小さな花を見てみましょう。

『切り身の図鑑』（魚編、肉編）もあります。『リ
アルサイズ古生物図鑑』も。横断歩道いっぱいにひ

ろがる恐竜とか、ながめているだけでも楽しい。

『ビブリア古書堂の事件手帖２～扉子と空白

の時～』三上延著 メディアワークス文庫 2020
今度の謎は神戸にもゆかりの深い横溝正史作品。栞子

と五浦の娘扉子が物語を紹介しますが、ラスボスがでて

きますので、最後までがんばって読みましょう。

＊8月15日は終戦の日。この日から神戸新聞で

「節子たちの西宮」4回連載されました。『火垂る

の墓』の4歳で亡くなった妹と同年代の人のインタビュー。

阪神大震災の時に「空襲でやられた時の半分やないか」

と思ってしまったり、女学校に入学したのに一日飛行機

を磨いたりするだけ、空腹で歯磨き粉食べたり。日経テ

レコン21で読めます。本紙では写真も見られます。


