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その６５ 夏休み子ども向け行事案内 

 

 

今月の特集 

★帯広市図書館から、こんなこと

を発信しています。 

【夏休み子ども向け行事】 

★テーマ別オススメ資料 

【オリンピック★ロンドン】 

【まるごと海を楽しむ】 

★レファレンス最前線 

【ゲリラ豪雨について調べる】 

 

図書館では、児童・生徒の夏休みにあわせておはなし会や教室を行います。 

どの行事も参加費は無料ですが、事前申込が必要なものがあります。 

定員があるものは先着順です。（バスツアーは申込多数の場合抽選） 

１階子どもの本の森では、夏休み読書感想文課題・指定図書、 

工作・手芸・自由研究に役立つ本もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

帯広市図書館 

７月２８日（土）１１：００～１１：３０
土曜おはなし会

子どもの本の森おはなし室
対象：幼児～小学生

申込不要

７月２８日（土）１３：００～１５：００
読書感想文教室

１階　多目的視聴覚室
対象：小学４年生～６年生・中学生

事前申込（先着２０名）

８月１日（水）１３：００～１５：００
小説・童話教室

１階　多目的視聴覚室
対象：中学生・高校生
事前申込（先着２０名）

８月２日（木）１２：３０～１６：００
調べてみよう！動物のこと

図書館・動物園
対象：小学生

事前申込（先着２５名）

８月４日（土）１１：００～１１：３０
土曜童話会

子どもの本の森おはなし室
対象：幼児～小学生

申込不要

８月４日（土）１３：００～１５：００
俳句・短歌教室

１階　多目的視聴覚室
対象：小学４年生～中学生
事前申込（先着２０名）

８月５日（日）１１：００～１１：４０
スペシャル　おはなし会
１階　多目的視聴覚室
対象：幼児～小学生

申込不要

お問合せ・申込
帯広市図書館

０１５５－２２－４７００

８月１０日（金）９：３０～１６：００
親子でチャレンジ

帯広開拓の歴史を探るバスツアー
図書館集合

対象：小学生とその保護者
事前申込（定員３０名）



                      

 
                                     

 

 

            

 

        

           

                 

              

  

よよむむ  
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆☆  トトシショョ  

BOOK 

いよいよ７月２７日から、ロンドンオリンピックが開幕します。そこで今回のよむよむ★タイムズでは、「ロンドン」と「オリンピック」にまつわる本を

ご紹介します！紹介した本のほかにも、ロンドンは、ハリーポッターやくまのパディントン、シャーロック・ホームズなど魅力的な文学作品も多く、物

語の随所には街並みやイギリスの習慣などが登場します。 

 

『ここで釣れる北海道の港全ガイド』   

北海道新聞社 ２階一般 請求記号（787.13 コ） 

 

遥か昔、ギリシャで行われていた古代オリンピック。なん

と、１２００年もの間、４年に１回、一度も欠かさず開催されて

いたのだとか！この本では古代ギリシャのオリンピックを、そ

の場にいるかのように追体験することができます。当時の熱

狂を感じてください。 

BOOK 

 

『驚異の古代オリンピック』 トニー・ペロテット；著 矢羽野

薫；訳 河出書房新社 ２階一般 請求記号（780.69ペ） 

 

 

BOOK 

 

『世界の国旗ビジュアル大事典』 吹浦忠正；著 

学研 ２階一般 請求記号（288.9 フ） 

 

 

オリンピックと言えば、参加国の選手団が次々に登場する開

会式を思い出す方も多いのでは？その時に騎手が持つ国旗に

も様々な特色があり、見ていて楽しいものです。世界の国旗や

国について知識を深めておくと、開会式の中継がより楽しめるか

も！ 

 BOOK 

 

『ロンドン橋がおちまする！』 ピーター・スピア；著 渡辺茂

男；訳 ブッキング １階児童 請求記号（Ｅ スピア） 

 ロンドン橋落ちた、落ちた、落ちた♪ この童謡には、１８番ま

で歌詞があるって知っていましたか？内容は、日本語で歌える

ように訳されているので、ぜひ歌いながらこの絵本で確かめて

みてください。英語の歌詞と、ロンドン橋の歴史についても書か

れています。 

 

BOOK 

 

『アガサ・クリスティを訪ねる旅』 平井杏子；著  

大修館書店 １階文学２ 請求記号（903.27 ヒ） 

 ロンドンのパディントン駅から始まる、アガサ・クリスティの

作品と生涯を巡る旅へ―。イギリス南西部を、作品が書かれ

た当時の光景を想像しつつ、鉄道とバスで回ります。ポワロ

やミス・マープルが活躍したミステリーの舞台を、一緒に旅し

てみませんか。 

 

７月になり暑い日が続くようになってきました。図書館

内の温度は２８度設定、クールビズで勤務しております

ことにご理解とご協力をお願いいたします。館内のロー

ルカーテンをこまめに開閉して遮熱に努めております。 

今月は４年の一度のオリンピックがはじまります。  

十勝出身の福島千里選手（陸上）、山本幸平選手（自転

車）の活躍に期待が膨らみますね。 

 

 

７月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

秘境の海で繰り広げられる命の躍動を、鮮やかにとらえた写真集。小さなプランクトン

から、大きな海獣の生き生きとした姿や表情が伝わってきます。羅臼昆布の黄金色の

輝きは、まさにコンブの王様。 

 
BOOK 

『いのちの海 知床』 関勝利；著  

北海道新聞社 ２階一般 請求記号（481.72セ）  

 

 
ロンドン◎オリンピック！ 

 

北海道内、全３６１カ所の港湾・漁港のガイド本。トイレや駐車場の有無、おすすめポ

イントに穴場ポイント、詳細マップ、しかけの主流情報もあり。漁港内での注意事項を守

り、安全で楽しい釣りをどうぞ。 

 
『ＢＥ－ＰＡＬ 海遊び入門』 ；著 

小学館 ２階一般 請求記号（786 ビ） 

 海で遊ぶためのノウハウ満載！漂着物や貝殻を探しプレートを作ったりする、ビーチ

コーミング。シップウォッチングにでかけるも良し。潮干狩りの裏ワザや、釣った魚のお

ろし方などなど、大人も子供も楽しめる海の総合入門書。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『海上保安庁の力 ２』 

イカロス出版 ２階一般 請求記号（557.8 カ 2） 

 島国日本の海の安全を守る海上保安庁。海保の基礎知識から特殊救難隊の実力、

装備品の数々、海難現場の最前線の徹底ルポ。根室海上保安部第一管区巡視船「さ

ろま」の丸２４時間にわたる業務密着が紹介されています。 

 

 

BOOK 

◆◇◆◇◆まるごと海を楽しむ！◇◆◇◆◇ 
 夏到来！ ７月１６日（月）の「海の日」にちなんで、まるごと海を楽しむためにお届けします。

海の神秘、釣り、遊び、食する、守る仕事。海に関する本は、幅広くたくさんあります。あなた

の興味のおもむくまま海を知りつくすための資料集めました。 

 

『年中使える節電以前の省エネの常識』 山川文子；著  

講談社 １階生活 請求記号（590ヤ） 

節電だけでなく、エネルギーを節約するにはどのよう

に生活すると効果的？我慢や無理をするのではなく、

無駄をなくすための工夫をこれからの季節に役立つ、

エアコン・扇風機・冷蔵庫・テレビなど家電の省エネ方

法。住まいを涼しく保つ秘訣などがわかります。 

『節電・省エネの知恵１２３』  

朝日出版社 ２階一般 請求記号（377.28 ト） 

 お家で涼しく過ごすために大事なのは「遮熱」「通風」

です。家の中の風の通り道をみつけること、部屋に入

る風を涼しくするため打ち水をするなど。簡単に取り組

めるアイディアを紹介しています。－１５％節電できる

アクションメニューも取り入れたいアイディアです。 

『達人に学ぶ失敗しないエコ家電・設備選び２０１２』  

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（545.88 タ） 

家電を買い替える予定がある方は、まず情報収集と

して一読を！節電対策のため開発された家電がジャン

ルごとに、価格・年間電気代・省エネ達成率とともに紹

介されています。これからのライフスタイルにあわせた

新製品を導入するのも賢い方法です。 

節電を気にするあまり、室内で熱中症になるほど我

慢するのは危険です。持病があり発汗抑制作用のある

薬を服用している場合には、特に注意が必要です。 

暑い夏、子どもから大人まで熱中症を予防するための

１冊です。 

BOOK 

 

『知って防ごう熱中症』 田中英登：著 

少年写真新聞社 ２階体ナビ 請求記号（493.19 タ） 

★
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BOOK 

 

今年の夏、北海道電力管内におい

て電力不足が懸念されることから、政

府と北海道電力は節電をお願いして

います。特に電気の使用が増える夕

方１８時以降の節電を心がけてほし

いということです。 

省エネに取り組んでみませんか？ 

 BOOK 

 

BOOK 

 

『身近な電気・節電の知識』 柴田尚志・森田一弘 

；共著 オーム社 ２階一般 請求記号（540シ）  

  コンセントを差したままでも発生する待機電力

の数値やパソコン利用時の電気料金など、わか

りやすく目に見える方法で示しています。パソコ

ンを省エネモードにすると、１日２時間利用の場

合でも年間５００円違います。 

『ゼロから見直すエネルギー』 

講談社 ２階一般 請求記号（501.6ゼ） 

 

 

発電技術（火力・水力・原子力）のしくみを解

説。さらに、今後期待されている新しい発電方法

の技術開発状況なども紹介されています。電気

やエネルギーについて、現在進行形でわかる資

料です。 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31



 

                                                               

     

  

 

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

●ゲリラ豪雨について調べようと思いますが、検索機で「ゲリラ豪雨」をキーワードに検索しても資料を見

つけることができませんでした。他に、なにか方法はありますか？ 

 

〇最近、ニュースなどでよく聞く「ゲリラ豪雨」ですが、夕立や集中豪雨とは違うのでしょうか？その部分から、調べは

じめることにしました。「ゲリラ豪雨」という言葉を耳にするようになったのは最近なので出版年の新しいもの、言葉

の意味がわかるものを探しに行きます。なぜ？に答える本は児童書のほうがわかりやすいこともあります。 

45.1オ 『お天気クイズ４ 異常気象と地球環境』 １階児童 

Ｐ１３ ゲリラ豪雨→集中豪雨のうち、予測がむずかしく、突発的にふる豪雨を「ゲリラ豪雨」といいます。ただし、ゲ

リラ豪雨は主にマスコミによって使われている言葉で気象庁では使っていません。集中豪雨は積乱雲によっ

て降るため高い精度で予測が可能ですが、ゲリラ豪雨は極めて突発的かつせまい範囲に大量の雨を降ら

せます。都市部で起こりやすくヒートアイランド現象と関係があるとみられています。 

 

〇ゲリラ豪雨の概要がわかりました。更に深く調査するために、検索キーワードは【異常気象／集中豪雨／都市型

／ヒートアイランド現象】請求記号としては、４５１～気象学の書棚を探すことにしました。 

451.64 ミ 『都市型集中豪雨はなせ起こる？』 

 ＊近年の事例から、なぜ起こるのかというメカニズムについて天気図データを示して説明しています。 

451 イ 『異常気象を知りつくす本』 

 ＊Ｑ＆Ａ形式で気象についての疑問を解説しています。 

  Ｐ７２ 都市型集中豪雨は７月下旬から８月にかけての梅雨明けから１週間から１０日あたりの時期に起きやすく

梅雨前線が北上しきっていないことが大気の不安定を引き起こしています。 

451.03 ミ 『身近な気象の事典』 

＊アイウエオ順に気象用語をわかりやすく解説しています。日本気象予報士会が編集しており、季節や気象に関

するプチ情報もあります。これを読めば、お天気ニュースがさらに深く理解できます。 

451.61ム『雲のカタログ』 

＊集中豪雨を引き起こす積乱雲とはどんな形の雲なのでしょう。雲の形状を大きなサイズのカラー写真で紹介して

いるため、実際の空と比較しやすいでしょう。 

 

 

こんな資料相談がありました 

レファレンス（reference） 

参考・参照図書・問い合わせ・照会  

リファレンスともいう（『imidas』より） 

 

 

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その３７ 

 帯広市図書館で所蔵している雑誌を五十音順に紹介しています。 

今月は『文学界』『文藝』『文藝春秋』『文藝春秋ＳＰＥＣIAL』の４誌。 

＊最新号は館内閲覧のみ、バックナンバーはお借りいただけます。 

 

『文学界』 月刊 文藝春秋 １９７２年１月号より所蔵 

 純文学を掲載する位置付けとして定着している文芸誌です。掲載作

品が芥川賞の候補になることがしばしばあります。文学界新人賞を公

募で開催しており、第１回受賞は石原慎太郎「太陽の季節」（１９５５年）

でした。 

 

『文藝』 季刊 河出書房新社 １９６４年２月号より所蔵 

 文芸誌。若い世代の支持を集めています。特に２０００年ごろから、ひ

とりの作家に焦点をあてた特集と既存の文芸誌になかったビジュアル

的なデザインで評価を受けています。作家同士の交流やリスペクトが

垣間見えるファン目線の内容も人気のひとつでしょう。 

 

『文藝春秋』 月刊 文藝春秋 １９６４年２月号より所蔵 

 １９２３年（大正１２年）菊地寛が私財を投じて創刊した老舗の総合雑

誌です。政治や社会、有名人同士の座談会や対談など話題になること

も多く、当館でも毎月予約待ちがでるほど根強い人気のタイトルです。 

 

『文藝春秋ＳＰＥCIAL』 季刊 文藝春秋  

２００７年夏号・創刊号より所蔵 

 臨時増刊「文藝春秋・特別版」が名前を変えて生まれ変わりました。

中高年の世代が興味のある特集を深く掘り下げ、各界有名人の意見

やアンケートから、生き方指南をしている総合雑誌です。 
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