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掲載日 タイトル・本文

2018/07/04
(水)

開館時間・休館日について〔図書館ペディア！　Vol.1〕
今回は、帯広市図書館の開館時間・休館日についてお知らせします。 ＜開館時間＞　・平日　　…　午前10時 ～ 午後8時　・土日祝　…　午前10時 ～ 午後6時 ＜休館日＞　・月曜日
（祝日の場合は翌日）　・月末整理日（毎月末日。土日又は休館日の場合は繰り上げ）　・特別整理期間　・年末年始（12/29～1/3）

2018/07/07
(土)

貸出冊数・貸出期間について〔図書館ペディア！　Vol.2〕
今回は、帯広市図書館の貸出冊数・貸出期間についてお知らせします。 ＜貸出冊数＞　・本・雑誌・紙芝居等　　　…　あわせて10冊まで　・ＣＤ・ＤＶＤ等　　　　　…　あわせて3点まで　・
備品（紙芝居の舞台等）　…　あわせて3点まで ＜貸出期間＞　・14日間　…続けて借りたい場合は、1回のみ手続きをした日からさらに14日間の延長ができます。　　なお、延長を希望す
る資料に予約がある場合や、延滞している場合は延長できません。　…延長手続きは、窓口、電話、図書館ホームページ、館内OPAC（検索機）で行えます。

2018/07/11
(水)

利用者登録してみよう！！〔図書館ペディア！　Vol.3〕
図書館の資料を借りるには、利用者登録が必要です。 ＜登録の方法＞　利用登録申込書に必要事項を記入し、図書館1階カウンターへ提出。（申込書は1階カウンターに設置。又は添
付pdfファイルも使用可） ＜登録できる方＞　十勝管内にお住まいの方。 ＜登録に必要なもの＞　免許証、保険証、学生証など、氏名と住所が確認できるもの。 ＜利用者カード＞　登録
が完了したら、利用者カードを発行。（移動図書館バスでも使用可） ＜便利なサービス＞　別途パスワードを登録すると、図書館ホームページのマイメニューで以下のサービスが利用
可。　①貸出・予約の状況確認　②貸出の延長手続き　③Ｍｙ本棚（読書履歴など）　④新着図書メールマガジン（マイメニューのログイン・パスワードの登録画面 ： https://www.lib-
obihiro.jp/tosyow/asp/WwPortLogin.aspx ）

2018/07/14
(土)

借りたい本が貸出中の場合は…「予約」〔図書館ペディア！　Vol.4〕
予約すると、貸し出し中の本が返却されたら連絡があり、借りることができます。 ＜予約の方法＞　次のいずれかの方法で申込。　①カウンターにて　　・館内設置の「予約カード」に記入
してカウンターへ提出。　②電話にて　　・電話（0155-22-4700）で申込。　③検索機等で　　・OPAC（オーパック、館内検索機）や、インターネットの蔵書検索画面から申込。（別途パスワー
ドの登録が必要） ＜予約できる冊数＞　・本、雑誌、紙芝居等 … あわせて5冊まで　・ＤＶＤ、ＣＤ等　　 … あわせて1点まで ＜手続き後＞　・予約した資料の準備ができたら、電話又は
メールで連絡します。　・連絡日から8日間（休館日を除く）以内に図書館1階カウンターで貸出手続きしてください。　　なお、取置期間を過ぎると、予約が取消しになりますのでご注意くだ
さい。

2018/07/18
(水)

あなたのお家の近くにも…移動図書館バス「ナウマン号」〔図書館ペディア！ Vol.5〕
移動図書館バス「ナウマン号」が市内各地域を巡回しています。バスの中で本の貸出や返却をすることができます。 ＜バスに載っている本＞　絵本や児童書、小説、実用書など約3,500
冊 ＜巡回する場所・日程＞　詳しくは図書館ホームページ（https://www.lib-obihiro.jp/tosyow/html/bm.html）でご確認ください。 ＜利用方法＞　図書館の利用者カードをお持ちくださ
い。（移動図書館バスでも新規登録可。その場合は免許証や保険証などが必要） ＜貸出冊数＞　本と雑誌を合わせて10冊まで ※本館の資料とは別に借りられます ＜貸出期間＞　次
の巡回日まで（約1ヶ月間） ＜返却方法＞　次の巡回日に移動図書館バスへ返却。 ＜予約＞　ご希望の本が貸出中の場合や移動図書館バスに載せていない場合は、予約が可能。本
の用意ができたら、巡回時にお渡しします。

2018/07/21
(土)

毎週開催！「おはなし会」〔図書館ペディア！ Vol.6〕
図書館でとっても楽しいおはなし会を開催しています。参加無料・申込不要ですので、ぜひご参加ください！ ＜開催日時＞　①毎週土曜日　　　11:00～11:30　（幼児～小学生低学年向
け）　②第2・第4水曜日　11:00～11:20　（乳幼児向け）　※詳しい開催日は、図書館ホームページ（https://www.lib-obihiro.jp/tosyow/html/gyouji_ohanasikai.html）をご覧ください。 ＜開催
場所＞　図書館１階　こどもの本の森　おはなし室 ＜トピックス＞　第２土曜日の11:00からは、森の里コミセンでもおはなし会を開催。　第３火曜日の11:00からは、図書館１階多目的視聴
覚室で大人向けのおはなし会を開催。
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掲載日 タイトル・本文

2018/07/25
(水)

忙しいパパママにオススメ！「子育て応援バッグ」　〔図書館ペディア！ Vol.7〕
絵本を借りたいけど、選ぶ時間がない！というパパママのために、おすすめの絵本をセットにした子育て応援バッグはいかがでしょうか。バッグは３種類ありますので、ぜひご利用くださ
い！ ※夏休みに帰省してくるお孫さんのために、おじいちゃん・おばあちゃんのご利用もオススメです！ ＜プチトマトバッグ＞　「よちよち」「てくてく」「ぐんぐん」など、年齢に合わせたオス
スメ絵本１０冊セット ＜プチコーンバッグ＞　着替えや歯みがきなど、生活に関する絵本５冊セット ＜ぷちじゃがバッグ＞　図書館のオススメや、昔話、お兄ちゃんお姉ちゃんになる時など
の絵本５冊セット ＜バッグのある場所＞　図書館１階　こどもの本の森　児童カウンター付近

2018/07/28
(土)

調べもののお手伝いをします！「レファレンスサービス」　〔図書館ペディア！ Vol.8〕
図書館２階の資料相談カウンターでは、本に関する相談や、調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っています。「〇〇はどんな本に載っているかな～」「〇〇っていつ頃
できたの？」など、資料をお探しの方は、お気軽に職員までお尋ねください。夏休みの自由研究の調べものにも、ぜひご利用ください！

2018/08/01
(水)

毎月、季節に合わせた本の展示を行っています！　〔図書館ペディア！ Vol.9〕
今月は、夏を満喫するための本や、夏休みの自由研究に役立つ本、時短レシピの本など、この時期にピッタリの本を展示・貸出しています詳しい資料展示の内容は、帯広市図書館の各
種展示のページ（https://www.lib-obihiro.jp/toshow/html/gyouji_tenji.html）をご覧ください。

2018/08/04
(土)

天気の良い日は、読書テラスで読書はいかがですか？　〔図書館ペディア！ Vol.10〕
夏季の天気の良い日は、図書館2階・3階の読書テラスを開放しています。光と風を感じながら、のんびりと読書を楽しんでみませんか？開放時間は11:00～17:00です。なお、読書テラス
では飲食ができませんのでご注意ください。

2018/08/08
(水)

ご存知ですか？コミセン等の図書室！　〔図書館ペディア！ Vol.11〕
コミュニティセンター全館と一部の福祉センター等に、図書室を設けており、誰でも本をご覧になることができます。身近な場所でゆっくり読書をお楽しみください。図書をご利用いただける
コミュニティセンター等は、添付のチラシをご覧いただくか、図書館にお問い合わせください。

2018/08/11
(土)

読書や調べものの合間の休憩に、「喫茶　栞」をご利用ください　〔図書館ペディア！ Vol.12〕
図書館の3階に、軽食・飲み物を提供する「喫茶　栞（しおり）」があるのをご存知ですか？ホットケーキやグラタン、コーヒーやソフトドリンクなど、いろんなメニューがあります。読書や調べ
ものの合間の休憩に、ぜひご利用ください。なお、ピラフとスパゲッティは日ごとに入れ替わりの提供になります。営業時間は、図書館開館日の11:00～17:00（16:45 ラストオーダー）です。
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掲載日 タイトル・本文

2018/08/15
(水)

ボランティアの皆様に支えられています　〔図書館ペディア！ Vol.13〕
図書館は利用者によって育てられ、ボランティアの力によって活動の輪が広がってきています。今回は、ボランティアの皆様の活動の一部をご紹介いたします。 ◆帯広図書館友の会
…　対面朗読、布の絵本製作、おはなし会、行事の催し　など ◆音訳のボランティア　　　　…　目の不自由な方へ図書等を音声化　など ◆本の宅配ボランティア　　　…　障がい者の自
宅に本を宅配 ◆生け花ボランティア　　　　…　館内の生け花の管理・入れ替え ◆園芸企業ボランティア　　　…　館内に設置している観葉植物の管理 ◆おはなし会のボランティア　…
図書館で行っているおはなし会で読み聞かせ ★耳寄り情報：8月26日（日）に、帯広図書館友の会主催の「第9回図書館まつり」が開催予定です。おはなし会や古本市、工作教室、手作り
小物販売などを行いますので、ぜひご家族でお越しください。

2018/08/18
(土)

文芸作品　募集中です！　〔図書館ペディア！ Vol.14〕
図書館では現在、十勝管内にお住まいの方からの文芸作品を募集しています。あなたが書いた作品が文芸誌に掲載されるチャンス！ぜひご応募ください！詳しくは、下記及び図書館
ホームページ掲載の応募要項をご覧ください。 【市民文藝】　・応募できる方：十勝管内にお住まいの方（年齢制限はありません）　・募集ジャンル：小説、戯曲・シナリオ、文芸評論、随
筆、ノンフィクション、童話、詩、短歌、俳句、川柳　・募集期間：平成30年8月31日（金）まで 【とかちジュニア文芸】　・応募できる方：十勝管内にお住まいの小学生、中学生、高校生、勤労
者など18歳以下の方　・募集ジャンル：小説、童話、戯曲、詩、短歌、俳句　・募集期間：平成30年10月10日（水）まで　※あわせて表紙絵の募集もしています。

2018/08/22
(水)

どこのまちにも、わたしの本棚（広域貸出サービス）〔図書館ペディア！ Vol.15〕
十勝にお住まいの方は、管内どこの図書館でも本を借りることができます。 借りる場合は、各図書館で利用登録の手続きをしてください。なお、利用者カードは共通ではありませんので
ご注意ください。お借りになった本は、必ず借りた図書館へお返しください。 各図書館によって貸出冊数・貸出期間・休館日等が異なりますので、詳しくは利用される図書館までお問い合
わせください。

2018/08/25
(土)

開館前、こんなことをしています。〔図書館ペディア！ Vol.16〕
朝10時に開館する図書館ですが、開館前に行っている作業の一部を紹介します。 〇返却ポストに入っている本を回収し、返却処理をした後に棚に戻す〇本棚の整理（本の背を手前に
揃える、詰めすぎになっていないかなどチェックする）〇朝届いた新聞を古いものと入れ替え〇パンフレット・チラシの点検・補充〇館内の清掃 開館時から気持ちよくご利用いただけるよ
う、職員全員でフロアーにてこのような作業を行っています。このため、開館前はお電話での手続き（貸出期間延長、蔵書検索等）はお受けできませんので、ご理解・ご協力をお願いしま
す。

2018/08/29
(水)

帯広市図書館に、本は何冊あるかご存知ですか？〔図書館ペディア！ Vol.17〕
帯広市図書館には、平成30年3月末時点で、「543,701冊」の本があります。（本館・移動図書館バスの合計）小説や実用書をはじめ、絵本や紙芝居など様々なジャンルの本を所蔵してお
りますので、ぜひご来館いただき、お気に入りの一冊を探してみてください。図書館に本があるかどうかは、図書館のホームページでも24時間365日検索できますので、ぜひご活用くださ
い。図書館のホームページ … https://www.lib-obihiro.jp

2018/09/01
(土)

９月の行事予定＆「よむよむ☆タイムズ」〔図書館ペディア！ Vol.18〕
9月に開催する、おはなし会や映画会、イベントや資料展示を掲載したチラシと、「よむよむ☆タイムズ（図書館広報誌）」です。ぜひチェックしていただき、図書館利用の参考にしてくださ
い！ なお、月曜日の祝日（9月17日：敬老の日、9月24日：秋分の日・振替休日）は開館します。替わりに、翌火曜日（9月18日、9月25日）は休館しますのでご注意ください。
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掲載日 タイトル・本文

2018/09/05
(水)

ＤＶＤを視聴したり、インターネットで調べ物ができる席があります 〔図書館ペディア！ Vol.19〕
帯広市図書館には、ＤＶＤ等を視聴できる「ＡＶ（視聴覚）ブース」、インターネットで調べ物をできる「ＩＴコーナー」があります。利用方法は以下のとおりです。 ＜ＡＶ（視聴覚）ブース：１階＞
・帯広市図書館に所蔵しているＤＶＤ等を視聴可能　・１階カウンターに、視聴したいＤＶＤ等を持参し、利用申込　・一人一日一回まで　・全１２ブースあり ＜ＩＴコーナー：２階＞　・インター
ネットの閲覧に使用可　・２階カウンターに、利用申込　・一回３０分まで（次に使用する方がいなければ延長可）　・全６台あり　・ＵＳＢメモリの接続、画面の印刷は不可

2018/09/12
(水)

ランキングで、人気の本をチェック！ 〔図書館ペディア！ Vol.20〕
図書館のホームページで、貸出・予約が多い本のランキングをチェックできます。手順は下記のとおりですので、ぜひご覧ください。なお、貸出中の資料は、電話又はホームページ（要ロ
グイン）で予約することができます。 ＜手順＞　①　帯広市図書館ホームページにアクセス（https://www.lib-obihiro.jp）　②　「蔵書検索・予約」→「貸出の多い本」・「予約の多い本」（ス
マートフォンの場合は「ベストリーダー」・「ベストオーダー」　③　「集計期間」を選択し検索　④　「対象（一般書・児童書・雑誌・視聴覚）」を選択し検索　⑤　検索結果一覧が表示されます

2018/09/15
(土)

帯広に所縁（ゆかり）のある作家のコーナーがあります 〔図書館ペディア！ Vol.21〕
図書館2階の地域・行政資料フロアに、帯広に所縁（ゆかり）のある作家等のコーナーがあります。著名な賞を受賞した作品など、関連資料を展示していますので、ぜひご覧ください。な
お、このコーナーにある資料は貸出しておりませんので、館内でご利用ください。（一部は、文学や一般図書等のコーナーに貸出可能なものがあります。）

2018/09/22
(土)

団体貸出を利用しませんか？ 〔図書館ペディア！ Vol.22〕
帯広市図書館では、「団体貸出」を行っています。団体貸出とは、市内の地域団体や読書会など、構成員が5人以上の団体（家族は除く）が、利用者登録をすることで利用できるサービス
です。 団体貸出だと、貸出数が“100冊”まで（視聴覚資料は3点まで）、貸出期間は“1ヶ月間”（延長は不可）と、個人貸出よりも多く・長く借りることができ、とても便利です。 企業や高齢
者施設等での登録も可能ですので、ぜひご利用ください。登録方法等、詳しい内容については帯広市図書館までお問い合わせください。

2018/09/26
(水)

「大活字本」をご存知ですか？ 〔図書館ペディア！ Vol.23〕
「大活字本」とは、通常よりも文字が大きい本のことです。小さな文字だと読みづらい、という方はもちろん、ご高齢の方やどなたにもオススメです。帯広市図書館には、人気の小説や実
用書など、約３，７００冊の大活字本を所蔵しています。１階カウンター近くの大活字本コーナーのほか、児童室にもありますので、ぜひお手にとってご覧ください。

2018/09/29
(土)

「サピエ図書館」を知っていますか？ 〔図書館ペディア！ Vol.24〕
「サピエ図書館」とは、帯広市内在住で、視覚等に障害がある方や障害等のため本のページをめくれない方などに対して、サピエ図書館からダウンロードした録音図書（ＣＤ）の貸出を行
うサービスです。サービスを利用する場合は、「帯広市図書館障害者サービス」への登録が必要です。（帯広市図書館の利用者登録をしている方も）ＣＤを聴くには、専用の再生機（プレ
クストーク）か、パソコン用の無料再生ソフトが必要です。サピエ図書館には、人気のある本や雑誌のほかに、シネマデイジー（映画）などもあります！詳しい利用方法などは、館内設置
のチラシをご覧いただくか、図書館までお問い合わせください。 #図書館ペディア！
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掲載日 タイトル・本文

2018/10/03
(水)

とかちジュニア文芸　作品・表紙絵募集　もうすぐ〆切です！ 〔図書館ペディア！ Vol.25〕
とかちジュニア文芸第9号への文芸作品と表紙絵の応募〆切は、「10月10日（水）」までですので、ご注意ください！応募について詳しくは、下記及び図書館ホームページ掲載の応募要項
をご覧ください。　・応募できる方：十勝管内にお住まいの小学生、中学生、高校生、勤労者など18歳以下の方　・募集ジャンル：小説、童話、戯曲、詩、短歌、俳句　・募集期間：平成30年
10月10日（水）まで　※あわせて表紙絵の募集もしています。 #図書館ペディア！

2018/10/08
(月)

新着図書の情報をメールでゲット！ 〔図書館ペディア！ Vol.26〕
「図書館に、こういった本が入ったら知りたいな～」と思っている方にオススメなのが、「新着図書メールマガジン」です！お好きなキーワード（著者、ジャンルなど）を登録しておくと、その条
件に該当する新着図書の情報を、毎週金曜日の17時にメールで受け取れます。なお、利用する場合は、帯広市図書館の利用者登録が必要です。また、お知らせした資料は、タイミング
によっては貸出中の場合がありますので、貸出状況をご確認の上、ご来館ください。＜利用手順＞　①帯広市図書館ホームページにアクセス（https://www.lib-obihiro.jp）　②マイメ
ニューを開き、ログイン（利用者番号・パスワードを入力）　③新着メールマガジンをクリック　④新規登録（又は修正）をクリック　⑤登録名ほか、必要事項を入力し、登録をクリック #図書
館ペディア！

2018/10/10
(水)

意外と知らない？図書館の駐車場 〔図書館ペディア！ Vol.27〕
帯広市図書館の駐車場は、図書館の東側に94台分（うち身障者用3台）ございます。開場時間は9:30～22:00（図書館の開館は10:00）、料金は無料ですが、利用できるのは入場から3時
間以内です。入場時に自動発券機から駐車券が発行されますので、図書館内の1階カウンター前などに設置の認証機に駐車券を通し、利用時間内に出場してください。土日や祝日は駐
車場が混むことが多く、入場までお待ちいただくこともありますので、ご了承ください。なお、図書館が休館の日はご利用いただけません。 #図書館ペディア！

2018/10/13
(土)

開館中に返却できない場合は、返却ポストをご利用ください 〔図書館ペディア！ Vol.28〕
「日中は忙しくて、開館中に返却できない…」という方は、図書館の西側と南側にある返却ポストをご利用ください。返却ポストは24時間いつでも利用可能です。なお、DVD・ビデオテープ・
CD・カセットテープ等の視聴覚資料は、破損防止のため、必ず1階カウンターに返却してください。 ※移動図書館バスで借りた本も、1階カウンター及び返却ポストで返却できます。ただ
し、図書館で借りた本は移動図書館バスでは返却できませんのでご注意ください。 #図書館ペディア！

2018/10/18
(木)

赤ちゃん連れでも安心です！ 〔図書館ペディア！ Vol.29〕
帯広市図書館では、赤ちゃんをお連れの方でも利用しやすいよう、ベビーカーや授乳室を備えていますので、ご自由にお使いください。ベビーカーは、玄関及びゲート付近に設置してい
ます（ご使用後は元の場所にお戻しください）。また、授乳室にはオムツの交換台もあります。赤ちゃん絵本はもちろん、やぶれない布の絵本も貸出しています。 #図書館ペディア！

2018/10/21
(日)

本の貸出手続きを自分でできます！ 〔図書館ペディア！ Vol.30〕
帯広市図書館では、「自動貸出機」を3台設置しています。利用者カードをお持ちであれば、どなたでも簡単な操作で貸出手続きをすることができます。手続きの流れは以下のとおりで
す。 ①自動貸出機の画面をタッチする ②利用者カードを所定の位置に置く ③利用者カードをしまう　※しまい忘れにご注意ください！ ④借りる本を自動貸出機の台に置く ⑤本のバー
コードを読み込ませる（図書館のバーコードシールに赤い光の線を1冊ずつ当てる） ⑥全ての本のバーコードを読み込ませたら、画面上でレシートの要・不要を選択する ⑦これで手続き
は完了です 使い方が分からない場合は、職員に遠慮なくお声をおかけください。 #図書館ペディア！
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掲載日 タイトル・本文

2018/10/24
(水)

図書館で企業広告！？ 〔図書館ペディア！ Vol.31〕
帯広市図書館で、広告を出してみませんか？企業や団体であれば、雑誌や図書館ホームページへお手頃な料金で広告を掲載できますので、ぜひお申し込みください。 【雑誌スポン
サー】　・広告の位置：雑誌の最新号カバー（表・裏）と雑誌架の3箇所　（雑誌は図書館で購入しているもので、まだスポンサーが無いもの）　・広告料：雑誌の1年間の購入代金 【図書館
ホームページバナー】　・広告の位置：帯広市図書館ホームページ下部の広告欄　・広告料：申込先（株式会社ティワイネット ℡0155-67-5571）にお問い合わせください。 広告に関する詳
細については、帯広市図書館（℡0155-22-4700）にお問い合わせいただくか、帯広市図書館ホームページ（https://www.lib-obihiro.jp）、又は帯広市の広告募集ページ
（http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/syougaigakusyuubu/tosyo/tosyokan_hp_kokukoku.html）にてご確認ください。 #図書館ペディア！

2018/10/28
(日)

全国の新聞を取り揃えています！ 〔図書館ペディア！ Vol.32〕
帯広市図書館では、十勝毎日新聞や北海道新聞などの地元紙をはじめ、全国紙や地方紙など全部で２６タイトルを所蔵しています。北海道から沖縄まで、全国の新聞を取り揃えており
ますので、ぜひご利用ください。（新聞によって保存期間が異なります） １階の新聞コーナーには、最新号と発行から１ヶ月以内のものを設置しております。それ以前のものは、２階の地
域資料コーナーまたは閉架書庫に保管しておりますので、閲覧をご希望の方は職員までお尋ねください。 所蔵している新聞のタイトル・保存期間は、図書館ホームページ
（https://www.lib-obihiro.jp/toshow/html/shinbun.html）でもご確認いただけます。 #図書館ペディア！

2018/11/08
(木)

調べ物に役立つ！「パスファインダー」 〔図書館ペディア！ Vol.33〕
「パスファインダー」とは、あるテーマを調べるために役立つ資料を分かりやすく紹介したガイドのことです。帯広市図書館では、「子供向け」と「大人向け」合わせて約50種類あり、子供向
けは調べ学習に役立つテーマ、大人向けは日々の暮らしに役立つような幅広いテーマで作成しています。 パスファインダーは図書館内に設置していますので、ご自由にお持ちください。
また、図書館ホームページにもパスファインダーをPDFで公開しています。授業の手伝いや、講演会の資料等としてご活用ください。・大人向け：https://www.lib-
obihiro.jp/toshow/html/pathfinder.html ・子供向け：https://www.lib-obihiro.jp/toshow/html/pathfinderc.html #図書館ペディア！

2018/12/05
(水)

平日は夜8時まで開館しています　〔図書館ペディア！ vol.34〕
帯広市図書館は、平日は夜8時まで開館しています。仕事帰りなどに図書館に立ち寄って、本を借りたり、新聞を読んだりしませんか？なお、土日祝日は夜6時まで開館、月曜日は休館
日です。 #図書館ペディア！

2018/12/08
(土)

本は10冊まで借りられます　〔図書館ペディア！ vol.35〕
帯広市図書館では、本・雑誌・紙芝居等は合わせて10冊まで、また、DVDやCD等は3点まで借りられます。貸出期間は2週間です。なお、1回だけ延長することができます（手続きした日か
ら2週間。ただし、ほかの利用者からの予約が入っていない場合に限ります）。 ＜耳寄り情報＞12月14日（金）から27日（木）までの期間限定で、貸出拡大キャンペーンを行います。期間
中は本等は15冊、DVD･CD等は5点まで、3週間借りることができます。この機会に是非図書館をご利用ください！ #図書館ペディア！

2018/12/12
(水)

簡単！無料！！利用者登録　〔図書館ペディア！vol.36〕
帯広市図書館の本や雑誌、DVD等を借りるには、利用者登録が必要です。利用登録申込書に必要事項を記入し、免許証など氏名と住所が確認できるものと一緒に図書館1階カウンター
へ提出いただくと、その場ですぐに利用者カードを発行します。十勝管内にお住まいの方であれば、誰でも無料で登録ができます。 利用者登録をし、別途パスワードを登録すると、図書
館ホームページのマイメニューで以下の便利なサービスが利用可能になりますので、ぜひご利用ください。　①貸出・予約の状況確認　②貸出の延長手続き　③Ｍｙ本棚（読書履歴など）
④新着図書メールマガジン（マイメニューのログイン・パスワードの登録画面 ： https://www.lib-obihiro.jp/toshow/asp/WwPortLogin.aspx ） #図書館ペディア！
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掲載日 タイトル・本文

2018/12/13
(木)

ブックリストあつめました！（～12/16）　〔図書館ペディア！vol.37〕
ブックリストの展示を展示コーナーにて開催中です。帯広市図書館では、毎月様々なブックリストを発行しています。皆さんにご覧いただきたく、今回一ヶ所に勢揃いしました！。お気に入
りの本が見つかるかも？！期間は12/16（日）までなので、ぜひお早めにお立ち寄りください。 #図書館ペディア！

2018/12/15
(土)

残念、読みたい本が貸出中！そんな時には！！　〔図書館ペディア！vol.38〕
貸出中の本に予約をしておくと、返却されたら図書館から連絡があり、借りることができます。予約の申込みは、カウンター、電話、インターネット等でできます。予約できる冊数は、本、雑
誌等は5冊まで、DVD、CD等は1点までです。予約した資料の準備ができましたら、電話又はメールで連絡します。連絡日から8日間（休館日を除く）以内に、図書館1階カウンターで貸出
手続きしてください。なお、取置期間を過ぎると、予約が取消しになりますのでご注意ください。 #図書館ペディア！

2018/12/19
(水)

あなたのお家の近くにも…移動図書館バス「ナウマン号」　〔図書館ペディア！ Vol.39〕
移動図書館バス「ナウマン号」が、絵本や児童書、小説、実用書など約3,500冊を載せ、市内各地域を巡回しています。図書館の利用者カードをお持ちでない方も、ナウマン号で新規登録
が可能です。その際は、免許証など氏名と住所が分かるものをお持ちください。本と雑誌を合わせて10冊まで、本館の資料とは別に借りられます。貸出期間は約1ヶ月間、次の巡回日ま
でご利用いただけます。（返却は本館でも可）ご希望の本が貸出中の場合や移動図書館バスに載せていない場合は、予約が可能です。本の用意ができましたら、巡回時にお渡ししま
す。 巡回する場所・日程は、図書館ホームページ（https://www.lib-obihiro.jp/toshow/html/bm.html）でご確認ください。 #図書館ペディア！

2018/12/22
(土)

図書館エントランスの生け花　〔図書館ペディア！ Vol.40〕
帯広市図書館のエントランスに、生け花が飾られているのをご存知ですか？ボランティアの方が開館当初から毎週活け替えてくださり、来館された方々に楽しんでいただいております。
図書館にお越しの際は、ぜひ生け花もご覧ください！ #図書館ペディア！

2018/12/23
(日)

年末年始休館のお知らせ　〔図書館ペディア！ Vol.41〕
帯広市図書館は、12月28日（金）から翌1月3日（木）まで休館します。 これに伴い、休館中も読書をお楽しみいただけるよう、貸出数と貸出期間の拡大企画を実施中です！貸出日が12月
14日（金）～27日（木）の期間限定で、本が通常は10冊までのところ15冊まで、CD・DVDは3点までのところを5点まで、また貸出期間が2週間までのところを3週間まで拡大・延長します。こ
の機会にぜひ図書館をご利用ください。 休館中の本の返却は、返却ポスト（図書館南側の道路沿いと西側玄関右手）をご利用ください。ただし、DVD・ビデオテープ・CD等は破損防止の
ため、1月4日以降に1階カウンターに返却をお願いします。 #図書館ペディア！

2018/12/24
(月)

月曜日ですが開館いたします　〔図書館ペディア！ Vol.42〕
12月24日は月曜日ですが、祝日のため開館いたします。なお、明日25日（火）は休館となりますのでご注意ください。 本日、11時から「よい子のクリスマスおはなし会」を開催します。入場
無料・申込不要ですので、皆様のご参加をお待ちしています！ #図書館ペディア！
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掲載日 タイトル・本文

2018/12/26
(水)

催し物情報が勢揃い！！　〔図書館ペディア！ Vol.43〕
帯広市図書館では、様々なイベントを開催しています。それらのチラシ・ポスターを、1階エントランスやとかちプラザ側入口付近掲示板に設置・掲示しています。随時入れ替えをしており
ますので、お立ち寄りの際にご覧いただき、より多くのイベントにご参加ください！ #図書館ペディア！

2019/01/06
(日)

「市民文藝」最新号 発売中です！　〔図書館ペディア！ Vol.44〕
「市民文藝」第58号を、図書館及び一部書店で発売中です。価格は、1冊1,000円（税込）です。市民文芸準賞受賞作品をはじめ、入選した様々なジャンルの作品を掲載しています。この
ほか、巻中にグラビア「十勝を拓く～人馬一体～」、特集「忘れえぬ一首・一句」を収録しております。読み応えたっぷりの内容になっておりますので、ぜひお買い求めください。 販売書
店、バックナンバーの在庫状況は、図書館のホームページ（https://www.lib-obihiro.jp/toshow/html/tosyo_siminbungei.html）でご確認ください。 #図書館ペディア！

2019/01/16
(水)

小中学生のチャレンジ求む！ 〔図書館ペディア！ Vol.45〕
図書館では「家読（うちどく）にチャレンジ」事業を開催中です。冬休み期間中に、家族それぞれの感想を「家読ノート」に小学生は５冊以上、中学生は３冊以上、保護者は１冊以上書いて
図書館に提出してください。本は読み物以外でも、料理の本やおりがみの本、スポーツなどでもかまいません。また、どの本を読んだらいいか悩んでいる方には、図書館で「家読コー
ナー」を設置し（展示期間12/1～1/30）、展示貸出をしていますのでご利用ください。 「家読ノート」は、学校の図書室や帯広市図書館に備え付け、また、図書館のＨＰにも掲載しています
のでご利用ください。 ※家読ノートを提出してくれたお友達には、抽選で図書カードを差し上げます！！ 対象：帯広市内の小中学生チャレンジ期間：冬休み期間提出期限：平成３１年２月
３日（日）提出場所：帯広市図書館３階事務室 ※家読ノートの提出は、一人１冊でお願いします。 #図書館ペディア!

2019/01/19
(土)

毎週開催！「おはなし会」〔図書館ペディア！ Vol.46〕
とっても楽しいおはなし会を毎週開催しています。参加無料・申込不要ですので、ぜひご参加ください！ ＜開催日時＞　①毎週土曜日　　　11:00～11:30　（幼児～小学生低学年向け）
②第2・第4水曜日　11:00～11:20　（乳幼児向け）　※詳しい開催日は、図書館ホームページ（https://www.lib-obihiro.jp/toshow/html/gyouji_ohanasikai.html）をご覧ください。 ＜開催場所
＞　図書館１階　こどもの本の森　おはなし室 ＜トピックス＞　第２土曜日の11:00からは、森の里コミュニティセンターでもおはなし会を開催。　第３火曜日の11:00からは、図書館１階多目
的視聴覚室で大人向けのおはなし会を開催。 #図書館ペディア！

2019/01/23
(水)

忙しいパパママにオススメ！　〔図書館ペディア！ Vol.47〕
絵本を借りたいけど、選ぶ時間がない！というパパママのために、おすすめの絵本をセットにした「子育て応援バッグ」はいかがでしょうか。バッグは３種類ありますので、ぜひご利用くだ
さい！ ＜プチトマトバッグ＞　「よちよち」「てくてく」など、年齢に合わせたオススメ絵本１０冊セット ＜プチコーンバッグ＞　着替えや歯みがきなど、生活に関する絵本５冊セット ＜ぷち
じゃがバッグ＞　図書館のオススメや、お兄ちゃんお姉ちゃんになる時などの絵本５冊セット ＜バッグのある場所＞　図書館１階　こどもの本の森　児童カウンター付近 #図書館ペディ
ア！

2019/01/26
(土)

コミセン等でも本を借りれます　〔図書館ペディア！ Vol.48〕
コミュニティセンター全館と一部の福祉センター等に、図書室を設けており、誰でも本をご覧になることができます。身近な場所でゆっくり読書をお楽しみください。利用できるコミュニティセ
ンター等は、添付のチラシをご覧いただくか、図書館にお問い合わせください。なお、休館日、開館時間等は各施設にお問い合わせください。 #図書館ペディア！
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