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１３２ 市民文藝 第５７号発売中です。

市民文藝 第５７号発刊しました。
図書館・市内書店にて販売しています。
市民文藝 第５７号には、１１４名から１１７２作品の
応募がありました。ありがとうございました。
今回は、７６名の方の作品を文藝誌に掲載しています。
市民文藝 第５７号（２０１７）もくじ
グラビア 十勝を拓く「輪」
小説 星見
これで自由
再び人生の岐路に立って
本を読む人
戯曲 シュワッチ！
詩
忘却の海
大地の香り
童話 びりけつライバル
随筆★市民文芸準賞★母の声
父のこと
階段
夜爪は「世詰め」
窓
人生の「呪文」
相棒
もう一度だけ
鳥命救助

竹川正
種川久美子
横浜仁司
瀬藤範子
門馬英寿
吉沢美和
大崎和男
佐々木裕二
高橋くるみ
野沢礼子
広井数子
杉浦麗子
小田郁代
武藤正利
桑原美樹
加藤一恵子
松本輝一郎

発信しています。

【市民文藝 第５７号発刊】
★テーマ別オススメ資料
【鳥の本いろいろ】
【自分らしい最後を計画する】
★調べてみよう・レファレンス

【モロヘイヤは何科？】

（抜粋）
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お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館

〇●〇自分らしい最後を計画する〇●〇

２０１８年戌年、今年もよろしくお願いいたします。
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昨年は１１月に図書館システムを更新し、新しい機能

「自分らしい最後」を計画する終活。もはやブームではなく、定着して

や便利な使い方が増えました。みなさんの読書が充実

きた感があり関連本がたくさん出版されています。７０代以降のシニア層

されますよう、今年もたくさんの情報や物語との出会い

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

だけでなく、子ども世代の方の利用も目立つようになりました。どんな準

を応援していきたいと思っています。資料の所蔵の有

備が必要なのか、何を決めたらいいのか、知ることか始めませんか？

無、書棚の場所確認、調べもの相談など、お気軽にカ
BOOK

ウンターの職員にお声かけください。
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鳥の本いろいろ

■□■■□

日経ＢＰ社 ２階一般 請求記号（367.3 ジ）

１月のカレンダー

今や終活のスタートは５０代から！親の健康状態把握、実家のメンテナンス（大量のモ

色のついている日は休館です。

ノ処分）、子どもが独立後の夫婦ふたりの生活。これからの人生に想定される出来事を確

新年にあたり一年の計画を立て、新たな気持ちで物事に取り組もう！大きく飛翔しようと考えている方も多いことでしょう。
今年は戌年ですが、ここ最近、魅力的な資料が多いあるジャンルの本をご紹介します。可愛らしい鳴き声、美しい羽の色、力強く飛ぶ姿。
じっくりと目にすることがあまりない鳥たちの世界へご招待。冬には冬の鳥の楽しみ方をしてみませんか？
BOOK

『鳥の巣』 シャーロン・ビールズ；著 石田亜矢子；訳

BOOK

認して備えるための１冊です。写真でわかりやすく解決方法が提案されています。
BOOK

『終活のリアル』 ＮＰＯ法人 ら・し・さ；著
金融財政事情研究会 ２階一般 請求記号（367.7 ラ）
自分が生きてきた記録や最後の希望を残す「エンディングノート」、死ぬ準備ではなく、

『日本のかわいい小鳥』 ♪鳥くん；監修 エムディエヌコーポ

今までの人生を振り返り、自分の希望を叶えるためのものです。万が一の災害時にも

レーション ２階一般 請求記号（488.21 ニ）

グラフィック社 ２階一般 請求記号（488.1 ビ）

『実家＆家族の大問題』 ；編

アメリカにある脊椎動物博物館の所蔵品から厳選された鳥の

シジュウカラ、モズ、今話題のシマエナガなど日本に生息する

巣。私たちには馴染みが薄く、あまり目にすることが出来ない５０

小鳥を「さえずり」や「地鳴き」とともに写真でご紹介。バードウオッ

個の巣と５０種の卵たち。家主によってその形も表情も全く違う芸

チングの楽しみ方、可愛く撮るコツも収録。見ているだけで鳥たち

術品。その美しい姿をありのまま私たちに教えてくれる写真集。

に会いに出掛けたくなる１冊です。表紙がかわいいので必見。

記録として持ち出すと保険会社や銀行の情報がわかり安心材料だと言うことです。
BOOK

『お金の終活』 山田和美；著
すばる舎 ２階一般 請求記号（324.7 ヤ）
何かと大事なお金の問題。「財産なんてないから関係ない」は間違い、資産は多岐に
渡り、手続きした本人しかわからないことがたくさんあるそうです。残された家族の相談に

BOOK

『かわいい鳥の立体切り紙』 やまもとえみこ：著

BOOK

誠成堂新光社 ２階一般 請求記号（754.9 ヤ）
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『イートン校の２羽のフクロウ』 ジョナサン・フランクリン；著
清水玲奈；訳 エクスナレッジ １階文学２ 請求記号（936 フ）

ブンチョウ、インコ、スズメなど日本の身近な野鳥や、ソウシチ

少年の両肩に１羽ずつ乗って、イギリスの名門パブリックスクー

ョウ、ケツァールといったあまり見ることのない美しい海外の鳥た

ル「イートン校」に通うフクロウの兄妹。エサのねずみの大きさに

ちを題材に、可愛らしい立体切り紙を作りませんか？写真付きな

怖がり、勉強している少年の持つペンに攻撃したりと、自由に暮ら

ので作り方もわかりやすい本です。冬休みに挑戦しよう！

すフクロウたちのノンフィクション。

お正月の訪問、年始回り挨拶
など、手土産を持参することの多

BOOK

い季節です。相手のことを考えな
がら選ぶ贈り物、どんな品物が
好適なのでしょう？選び方のコツ
がわかる本を用意しました。

BOOK

『ビジネスで成功する手みやげ術』 鈴木聡子；著
講談社 ２階ビジネス 請求記号（336.49 ス）

BOOK

応じてきた行政書士だから書けた、リアルなお金の話です。
BOOK

『思い出をデジタル化して永久保存する本』
洋泉社 ２Ｆ一般 請求記号（007.60 オ）
生前整理の最初がお片付け！と思い立ったが捨てられない思い出がたくさんあった。
やっぱり難しい、面倒・・・と諦める前におすすめの１冊です。写真、ビデオ、レコード、カセ
ットなどのアナログ情報をデジタル化して家族に残す方法です。

『心から喜んでもらえる贈りもののマナー』 冨田いずみ；著
高橋書店 ２階一般 請求記号（385.97 ト）

BOOK

『手紙の書き方と贈り物のマナー』 矢部惠子；著
マイナビ ２階一般 請求記号（385.97 テ）

手みやげは「消えもの（食品）」が鉄則と言い切

すべてのギフトシーンを想定した丁寧な説明がうれし

贈り物とは、お祝いや感謝の気持ちを品物やお金に

る著者が、シーン別に好適品を解説します。写真で

い本です。金額の目安や最低限のＮＧもしっかり記さ

託して表すものです。最近は、ネットで注文し配送まで

商品を紹介しています。どれもおいしそうな食品ば

れているため、マナーも学べる優れもの。悩み迷うこと

業者にお任せすることができますが、やはり、自筆のお

かりで目移りしてしまいます。肝心な価格や賞味期

もありますが、これを参考に相手が喜ぶ顔を想像しな

手紙を添えたり、ご挨拶状をお届けすると、気持ちも一

限、包装形態などもしっかり掲載されています。

がら選ぶお買い物も楽しいものです。

緒に相手にお伝えすることができます。

『接待の手土産 ２０１７－２０１８』 日本経済新聞
出版社 ２階ビジネス 請求記号（596 セ）

BOOK

『ビジネスパーソンのための一目おかれる酒選び』
江口まゆみ；著 平凡社 ２階一般 請求記号（588.5 エ）

BOOK

『お菓子の包み紙』 甲斐みのり；著
グラフィック社 ２階一般 請求記号（675.18 カ）

約３４０００人の現役秘書たちによって選ばれた

贈答品としてだけでなく、お食事の席でのお酒選び

老舗のお菓子屋さんの包装紙、昔から馴染がある

手土産ガイドです。おすすめポイント、価格、日持ち

にも役立つ内容です。お酒の種類や基礎知識、昔と今

あの柄。甘くて美味しい記憶が、うれしい気持ちを増幅

だけでなく、商品の包装紙が一緒に紹介されている

では少し違う定説など、利き酒師でありビアマイスター

させてくれる気がします。長年キープされる安心の味、

ので購入しないとわからない商品の第一印象を自

の著者が教えてくれます。お酒を嗜まない方でもわか

信頼の印として贈り物として選んでみてはいかがでしょ

分で確かめることができます。会話の糸口になりう

るように、具体的な銘柄や商品名をあげて特徴が紹介

う。包装紙を眺めているだけでもうれしい贈り物、とって

る、こだわりの逸品が数多く推薦されています。

されているのが初心者にはうれしい配慮です。

おきの逸品をあの方に・・・。

その 58 の段

レファレンス（reference）
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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。

質問）モロヘイヤが何科か知りたい。

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。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

回答）①書籍でモロヘイヤを引いてみると・・・。一般的な野菜の本では以下の通り。
『野菜の本』（６２６ヤ） ｐ２５ シナノキ科コルコルス属
『野菜づくり大図鑑』（６２６．９フ） ｐ９６ シナノキ科
『野菜園芸大百科 第２版』（６２６．０８ヤ２０） ｐ３３７～ シナノキ科ツナソ属
『地域食材大百科』第２巻（４９８．５チ２） ｐ３７８～ シナノキ科ツナソ属

① 海が、眼下に伸びる坂の果てで、碧くきらめいていた。
箱館湾だ。向こう岸では、裾野はなだらかなのに、鋭く尖った
頂を持つ内浦岳が、天を衝く。
②結城美帆子様

②書籍ではシナノキ科とあったが、ネットでは違っていた。
ネット情報 「モロヘイヤ」で検索
→「シマツナソ Wikipedia」－（縞綱麻、Corchorus olitorius）
アオイ科（従来の分類ではシナノキ科に分類されていた）の一年生草本。別名をタイワ
ンツナソ、ナガミツナソ、ジュート。近年は食材としても流通するようになり、モロヘイヤ
の名でよく知られる…とあり。

突然のメッセージで驚かれたことと思います。失礼をお許しくだ
さい。
③今、テレビに岩井志麻子が出ている。
いつもの岩井志麻子ではなく、ヒョウの着ぐるみというのか、ヒョ
ウの扮装をして顔にもヒョウの斑点を描き込んでいる岩井志麻
子だ。

③別名からも調査をしていく。事典類を中心に調査していく。
『地域食材大百科』第２巻では、モロヘイヤの別名：タイワンツナソ、ナガミツナソ、ジュート
『改訂版原色牧野植物大図鑑 合弁花・離弁花編』（R４７０．３８マ） １９９６（平８）
ｐ５４６－５４７ シマツナソ、タイワンツナソ →シナノキ科ツマソ属
『AGP 原色牧野植物大図鑑 Ⅱ』（R４７０．３８マ２） ２０１３（平２５）
ｐ２１８－２１９ シマツナソ、タイワンツナソ →アオイ目アオイ科ツナソ属
※植物の新しい分類システムの AGP では、アオイ科に分類されている。

④旱魃がつくった罅が、黒い口を開けていた。
風が吹く度に乾き切った大地は夥しい砂埃を起こす。暑熱厳し
い村で、絶え間ない蝉時雨がつづいている。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『雁にあらねど』 蜂谷涼 発行：柏櫓社 発売：星雲社 913.6 ハチヤ
②『ルビンの壺が割れた』 宿野かほる 新潮社 913.6 ヤドノ

④ＡＧＰ体系とは１９９８年に公表された種子植物の新しい分類体系である。このように、分類
や名称が変更されることもあるので、いくつかの書籍にあたり確認することが必要です。
さらに図書館でも新しい分類や改称に対応した資料を準備していくことが重要と考えます。

③『嘘と人形』 岩井志麻子 太田出版 913.6 イワイ
④『暗殺者、野風』 武内涼 角川書店 913.6 タケウ

