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その１２２ ３月はおはなしを聞きに図書館へ 

 

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。 

【３月スペシャルおはなし会】 

★テーマ別オススメ資料 

【はじめるきっかけＢＯＯＫ】 

【現代社会を読む】 

★調べてみよう・レファレンス 

【松前漬けを作りたい】 

 

 

 

帯広市図書館 
お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 

 

物語を楽しむきっかけづくりとしてスペシャルおはなし会を開催します。家族で

参加できるおはなし会！大人がしっとり堪能する朗読会。ぜひ、お越しください。 

★会場はすべて１階多目的視聴覚室 参加無料／申し込み不要★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、入選作品及び入選者名は、図書館ホームページで紹介しています。 

作品を掲載した『とかちジュニア文芸 第７号』は２月２６日に発刊します。 

３月はおはなしを聞きに図書館へ 

  想像の翼を広げるお手伝いします！！ 



                      

          
                                    

 

 

          

 

        

             

                 

             

   

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

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 

新しいことをはじめるってなんだかワクワクしませんか？それは趣味や自分磨き、スキルアップを目指すためなど人それぞれ。どんな道具

を使い、どんなコトをするのか？ 教室に通おうと思っている方、独学で始めようと考えている方も、まずはのぞいてみませんか？準備などに

使えて気分だけでも（？）味わえる入門書をあつめてみました。これがキッカケで生活が彩り豊かになりますように・・・。 

 

『ＴＨＥ ＴＲＵＭＰ』 ドナルド・Ｊ・トランプ；著 岩下慶一；訳 

ワニブックス ２階一般 請求記（312.53 ト） 

 

ステンドグラスと聞いて思い浮かべるものは、外国の教会でし

ょうか。光を受けてキラキラと輝く美しいステンドグラスが自分でも

作れます。道具の選び方や使い方、手鏡からランプシェードまで、

全ページカラーで制作手順が分かりやすく掲載されています。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『禅宗入門』  

平凡社 ２階一般 請求記号（188.8ゼ） 

「禅」の静謐な世界に興味があり、触れてみたいけれど難しそ

う・・・という方にこの１冊。僧侶たちが人々にやさしく禅を説こうと

した過程で発生した禅の文化。書物や絵で示し、庭園や建物をつ

くりました。禅を知るうえで欠かせない項目ばかりです。 

BOOK 

 

『写真で俳句をはじめよう』 如月真菜；著 押山智良；写真 

ナツメ社 １階文学２ 請求記号（911.30キ） 

 写真俳句という新たな表現方法があります。写真を撮って俳句

を作ること（どちらが先でも大丈夫）を楽しんでいる方がたくさんい

ます。写真撮影が手軽になったからこそ普及してきた活動でもあ

ります。その時の気分を日記の代わりに残してみたり、ＳＮＳで発

信したり、季節や自然を感じられる一句にチャレンジ！！ 

BOOK 

 

『あいさつはボンジーア！』 浜岡究；著  

三修社 ２階一般 請求記号（869.78ハ） 

日本の裏側の国ブラジル。どんな言葉が使われているかご存

じですか？そうです、ポルトガル語です。ポルトガルと違うブラジ

ル特有の表現もあるようです。この本は例文とイラストが満載

で、旅行などで滞在するときに必要な受け答えの会話文が双方

向で載っています。CDが付いているので耳からも学べます。 

ようやく寒さが緩んで春の足音が聞こえてきました。 

３月は環境の変化がある方が多い時期だと思います。  

住所・電話番号など、利用者カード情報が変更になった場

合には１階カウンターで手続きをお願いします。予約資料の

ご連絡などで新しい情報が必要です。みなさんが順番を待

っている資料もたくさんあります。スムーズな運営にご協力

をお願いします。 

３月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

１８歳から選挙権を持つことになって初めての選挙が昨年行われました。社会に参加

することに戸惑いを持つ若者も少なくありませんでした。この本では、これから待ち受ける

２０項目の問題について各年代の識者が多様な考え方を示唆してくれます。 

BOOK 

『１８歳からの選択』 上木原弘修；ほか共著  

フィルムアート社 ２階一般 請求記（304ジ） 

    ■□■□はじめるキッカケＢＯＯＫ■□■□ 

 

 

 
選挙戦から大統領に就任してからも、この方の発言がニュースで取り上げられない日

はありません。トランプ自身が考え方をツイッターではなく、書籍で残した１冊。第４５代

アメリカ大統領はどんな人物か読んで見極めてください。 

『スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える』 松井茂記；著  

有斐閣 ２階一般 請求記号（323.14マ）  

 憲法について考えたことがありますか？憲法は堅苦しいからよくわからないと避けて通

ってきた方におすすめしたい１冊。１９５０年代生まれの憲法学者と著者が、とにかくわか

りやすく、ラテを飲みながらリラックスして気軽に憲法について解説してくれます。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『覚えておきたい総理の顔』 本間康司；著 

清水書院 ２階一般 請求記号（312.1ホ） 

  日本の総理大臣は現在の安倍首相で９７代、６２名の政治家が務めてきました。総理

の顔は任期中は毎日のように映像や写真で見てはいるものの、退任してしまったら忘れ

ていませんか？特徴を捉えたイラストで日本のリーダーをふり返ることができます。 

BOOK 

●〇●〇●現代社会を読む〇●○●〇 
                   選挙権は１８歳から、アメリカの大統領はドナルド・トランプ、

日本の総理大臣は安倍晋三。日々のニュースで知っているつも

りの社会のこと、改めて読んで、知って、学んでみませんか？ 

                  社会人１年生の若い方にもおすすめの本をあつめました。 

 

 

 

 

『生きてごらん、大丈夫』 佐々波幸子；著 

かもがわ出版 ２階一般 請求記号（019.5サ） 

子どもたちに物語の力を届けたいと願う、児童文学

者を取材してきた朝日新聞の記者が記事にしてきた文

章をまとめた１冊です。子どもたちが物語によって笑顔

になり、考え、行動する原点となる「生きる力」を育む出

会いを用意したいと強く感じさせます。 

『絵本ＢＯＯＫ ＥＮＤ ２０１６』 絵本学会；発行 

朔北社 ２階一般 請求記号（019.53エ） 

 ２０１５年に出版された優れた絵本作品を紹介してい

る本です。絵本業界の現在がわかる内容で、絵本研究

や海外絵本の動向もわかります。書評や個性派作家

研究など読み応えのある記事が並び、絵本を子どもに

手渡す立場の大人にはぜひ読んでほしい資料です。 

『本でひとをつなぐまちライブラリーのつくりかた』  

学芸出版社 ２階一般 請求記号（016.29 イ） 

先日、千歳市にも登場した「まちライブラリー」。本を

通じて自分を表現して、人と交流する新しい取り組みで

す。読書が好きな人、人と交流するのが好きな人、いろ

んな人が繋がる場所とアイテムとしての本。日本各地で

この取り組みがゆるやかに広がっています。 

 第二次世界大戦中、ナチス・ドイツは発禁・焚書によ

り１億冊を超える書物をこの世から消し去りました。対

するアメリカは戦地の兵隊たちに本を贈り続けました。

その数およそ１億４千万冊。兵器や食料とともに届けら

れた本をめぐるノンフィクションです。 

BOOK 

 

『戦地の図書館』 モリー・グプティル・マニング；著 

東京創元社 ２階一般 請求記号（019.02マ） 
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BOOK 

 

 現在の図書館は平成１８年３月

３日に開館しました。今年で１１

年目を迎えます。そこで、新刊を

中心に書籍や図書館についての

本を展示・貸出します。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『世界の不思議な図書館』 ｱﾚｯｸｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ；著 

創元社 ２階一般 請求記号（010.2ジ）  

  ラクダやロバが本を運んでくる移動図書館。はる

か昔から、図書館司書たちは経済的、地理的、政

治的な問題を乗り越え、本に書かれた言葉を人々

に届ける努力をしてきました。多様に変化する世界

中の図書館の姿を写真で楽しめます。 

『ささえあう図書館』 青柳栄治；編著  

勉誠出版 ２階一般 請求記号（015ア） 

 

 
 日本の図書館は貸出が中心のサービスから課題

解決型へと変化してきています。各地の公共図書

館が行う、人々の生活に寄り添う図書館づくりを紹

介しています。図書館（行政）と市民が支え合い、進

化していく図書館像をみなさんで見てみましょう。 

   

  

『おしゃれなパリ風自作ステンドグラス入門』 ｎｉｄｏ；著 

世界文化社 ２階一般 請求記号（751.5ニ） 



 

         

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

質問：お正月に使った昆布があまっているので、松前漬をつくりたい。 

  

 ①キーワード検索 

〔松前漬〕でヒットするのは１件。児童書/しかし、料理の紹介のみでレシピなし 

38.3テ 2 『日本各地食べもの地図 東日本編』 帝国書院 

 

 ②料理のレシピは１冊に集録品目が多く、１品ごとにキーワード検索ができない。 

  そのため、〔北海道/漬物/乾物〕なども念頭に置きながら地域資料の料理ジャンルの棚へ 

  Ｈ596.3 イ『北海道の漬物』 岩城道子 北海道新聞社 ｐ101松前漬け 

  Ｈ596.3 イ『北海道のつけ物』 岩城道子 北海タイムス社 ｐ153 松前づけ 

  Ｈ596キ 『北国の手づくり食品』 北海道農業改良普及協会 ｐ332松前漬け 絵あり 

  ＊この３冊は、ともに材料の量もほぼ同じで、５００㏄の保存瓶いっぱいに作れる量。 

    しかし、館内利用の資料のため、複写（コピー）はできるが、貸出はできない。 

  

 ③そのため、貸出できる資料で類似のものがないか、更に目視で探すことにする。 

   １階生活コーナーで、596.3（材料別による料理法→卵料理 漬物など）の棚を探す。 

596.3ム 『村上昭子と杵島直美の漬物じょうず』 （ＮＨＫきょうの料理シリーズ） ＮＨＫ出版 

  ｐ70 松前漬（この本からレシピを引用してみます） 

 

  

 

 

 

「続きが気になる本。」ございます。 

 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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● 

①体重が、また増えた。 

この私が、五十九・八キロもあるなんて信じられない。 

園田乃梨子は、足もとの体重計を呆然と見下ろしていた。 

 

②「えーと、ストロベリースペシャル・・・・・・を、ひとつ」 

「はいっ、春季限定メニューのストロベリーホイップ＆トリプルベリ

ーソース＆バニラアイススペシャルおひとつでよろしいですか？

四百円になりまーす。」 

 

③「ラジオの前のみなさん、そして、インターネットでこちらの放送を

お聴きのみなさん、こんばんは。今週も始まりました、カナアンドト

モの、ラジオラジオラジオ！」 

  

④「あなた、チケット・フェイで買ったでしょう？」 

演奏後、十分経っても鳴りやまない拍手の中、頃合いを見て席

を立つと、隣に座っていた痩せて背の高い男が後を追うように立

って言葉をかけてきた。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『あなたのゼイ肉、落とします』 垣谷美雨 双葉社 913.6カキヤ 

②『空への助走』 壁井ユカコ 集英社 Ｙ913 カ 

③『ラジオラジオラジオ！』 加藤千恵 河出書房新社 Ｙ913カ 

④『不機嫌な姫とブルックナー団』 高原英理 講談社 913.6 タカハ 

その 48の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

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） みなさんから「こんな本ありますか？」とカウンターで、お問合わせの多い事

柄の調べ方を紹介していきます。自分で調べるときの参考になれば・・・。 

北海道の海の幸がいっぱい松前漬 

 材料 するめ（１枚）昆布（４０ｃｍ）数の子・塩蔵（４本） 

にんじん（１/２）米のとぎ汁（数の子の塩抜きに使う） 

漬け汁 酒（カップ２/３）みりん（大さじ３） 

しょうゆ（カップ２/３）水（カップ１/３） 

 手順１）するめと昆布は、はさみでそれぞれ３ｃｍの長さの細切りにする。 

 手順２）鍋に漬け汁を入れて煮立て、冷ましたものとするめや昆布とあわせる。 

 手順３）２が馴染んだら、塩抜きした数の子・にんじんを加え混ぜ２日待つ。 


