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その５７ 年末年始のお知らせ 

 

 

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。 

【年末年始のお知らせ】 

★テーマ別オススメ資料 

【キラメキ！あかり】 

【スヤスヤぐっすり zzz】 

★レファレンス最前線 

【冬の節電方法】 

 

休館：２０１１年１２月２８日（水）～２０１２年１月３日（火） 

２０１２年１月４日（水）１０：００より開館 

 ●本を返したいときには、「返本ポスト」をご利用ください● 

＊ただし、破損の恐れがあるため、ビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・カセットテープは入れないでください。 

開館中に１階カウンターに返却してください。 

 

返却ポスト★部分です。 

図書館の南側・西側に 

あります。 

 

帯広市図書館 

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 

２０１１年１２月 

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         

２０１２年１月 

★
信
金

駐車場

図書館　★

帯
広
駅

とかちプラザ

■返却日を忘れてしまった。 

■何冊借りていたっけ？ 

■延長したい。 

→このような時には・・ 

お問い合わせください。 

☎０１５５-２２-４７００ 



                      

 
                                     

 

 

            

 

        

           

                 

              

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 

街なかのイルミネーション、夕暮れどきの家の灯り、震えるように瞬いている星。寒さのせいか冬は“あかり”にワクワクしたり、恋しくなったり、癒

されたり…、印象的な記憶を残します。そこで、今回は〝あかり〟に関する本を集めてみました。家族や友人たちと過ごす夜、小さな炎の揺らめき

に願いを託し、今年一年を静かに振りかえってみませんか？クリスマスは手作りのキャンドルで過ごすのも素敵ですね。 

 

『眠れてますか？』 岩田アリチカ；著 

幻冬舎 ２階一般 請求記号（498.36 イ） 

 

思わず食べてしまいたくなるようなドーナッツ、ショートケー

キ、クッキー、マカロンにそっくりなキャンドルの作り方が満

載。本物そっくりなのでクリスマスパーティーのサプライズ用と

して、また、贈りものとしても喜ばれそうなキャンドルです。 

 

BOOK 

 

『キャンドルでつくるスイーツ』 文化出版局；編  

文化出版局 １階生活 請求記号（594.9キ） 

 

 

BOOK 

 

『日本の夜景』 丸田あつし／丸々もとお；共著 エンターブ

レイン ２階浮世絵 請求記号（748マ） 

 

 

日本三大夜景に数えられる函館は有名な夜景スポットです

が、他にも道内には、室蘭、小樽、旭川…素敵な夜景の見える

場所がありました！アクセスガイドも掲載されていますから自分

でも行くことができます。 

行けない場所は…この本で堪能しましょう。 

 BOOK 

 

『夜明け前の星空案内』 藤井旭；著 

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（443.8 フ） 

 一般的にいわれる〝季節の星座〟は、宵のころに見えてい

るもの、この本では、夜明け前に見られる星座（次の次の季節

の星座）についての解説となります。一日一話で綴られる夜明

け前の空のおはなし、きっと、寒～いこの季節でも、あなたを早

起きにさせてくれる…はずです。 

 

BOOK 

 

『うれしい手づくりのあかり』 橋田裕司；著 

河出書房新社 ２階一般 請求記号（750ハ） 

 季節を感じる、心を癒す…そんな心地よい空間を作り出す

〝あかり〟を手づくりしてみませんか？ランプシェードをはじ

めとしたあかりを演出するアイテムが身近な材料で豊富な写

真とわかりやすい解説で簡単に作ることができます。間接照

明やインテリアに関する話題もたくさんある１冊です。 

 

今年も残り少なくなってきましたが、み

なさんはお元気にお過ごしでしょうか？ 

年末年始のお休みにこそじっくり読み

たい長編小説、おもてなし料理本、趣味

の本は１０冊まで、他にも映画のＤＶＤや

音楽ＣＤなどは３点まで貸出できます。 

年内は２７日（火）までの開館です。 

１２月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

朝起きても疲れがとれていない、いつの間にか仕事中（勉強中）にウトウト・・・思うよ

うに結果が出ないのは眠りの質が影響しているのかも知れません。１週間で熟睡でき

るようになるエクササイズを紹介した本です。眠れない理由別に解消法があります。  

 
BOOK 

『１週間熟睡法』 さかもとはるゆき；著  

中経出版 ２階一般 請求記号（498.36サ） 

 

 
キラメキ！あかり 

睡眠のメカニズムについて豊富な図で解説しています。睡眠リズムであるレム睡眠

とノンレム睡眠など、睡眠にまつわる知識を楽しみながら吸収できる一冊ですので、

あっという間に読めると思います。 

 

 
『今度こそ「快眠」できる１２の方法』  

阪急コミュニケーションズ ２階一般 請求記号（498.36 コ） 

 もしかしたら不眠？最近、眠れない・・・と悩みがあるときにはこの本が最適です。

快眠のために、就寝時の姿勢から寝具の選び方まで、細かくたくさんのアプローチ方

法を掲載しています。そして、万が一のための病院受診方法などもあります。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『短く深く眠る爽快熟睡法』  

ぱる出版 ２階一般 請求記号（498.36 ミ） 

 寝不足が原因で体の不調を感じることがあります。眠りの鉄則、質の良い眠りとは？

睡眠を誘うツボ、入浴方法、ハーブティー、枕選び、食生活など、簡単に取り組むことが 

できそうなことばかりです。ちょっとの工夫で快適な眠りを得ることができます。 

BOOK 

◎●◎●◎スヤスヤ、ぐっすりｚｚｚ●◎●◎ 

師走は、おつきあいや深夜までの特別テレビ番組など夜更かしの誘惑が多いものです。 

短い時間でも質の良い睡眠をとって疲労回復、スッキリとした爽快な気持ちで新しい年を迎え

たいものです。今年の疲れ、今年のうちに、しかも寝ている間に解消してしまいましょう！  

ひつじを数えるのはもう古い？ぐっすり眠れる、体にいい安眠・快眠のおはなしです。 

 

 

『ドラゴン』 ジョイス・ハーグリーヴス；著 斎藤静代；訳 

創元社 ２階一般 請求記号（388ハ） 

架空の生物としては珍しく、世界中の神話・伝説、時

代、さまざまな分野において登場する龍（ドラゴン）はど

のような存在なのでしょうか？エピソードと描かれたイ

メージを掲載しています。たくさんの地域で古くから

人々の話題になった龍の不思議に迫ります。 

『ドラゴン 飼い方育て方』 ジョン・トプセル；著  

原書房 １階ＹＡ 請求記号（Ｙ388 ト） 

  『ハリー・ポッター』でハグリッドがドラゴンの卵を孵し

子ドラゴンを育てようとしていましたが、もしも、ドラゴン

が飼えるとしたらどうでしょう。乗り物として？番犬代わ

りの強固な防犯対策？ドラゴン飼育のためのノウハウ

がぎっしり詰まったこの本で夢を膨らませましょう。 

『辰歳生まれは、秘密の深い人』  友常貴人；著 

三五館 ２階一般 請求記号（148.8 ト） 

 辰年生まれの有名人は渥美清、村上龍、竜雷太、

峰竜太、坂本龍一、松坂慶子、山口智子、井川遥さん

たちがいるそうです。辰年の人の性格や気質について

辰年生まれの人たちから考察した１冊です。十二支で

唯一架空の生物が選ばれた謎も判明？ 

 小松崎茂画家の門人として、イラストや挿絵で活

動していた根本圭助さんのもとに寄せられた年賀状

を紹介しています。手書き・木版画・プリントゴッコな

ど懐かしい昭和の年賀状がズラリと並びます。著者

の職業柄、芸術関係者の年賀状が多く素敵です。 

BOOK 

 

『年賀状にみる小さな美術館』 根本圭助；編著    

北辰堂出版 ２階一般 請求記号（726.5ネ） 

★
辰
・
ド
ラ
ゴ
ン
・
龍
★ 

BOOK 

 

来年２０１２年（平成２４年）は辰年。

１２年前の辰年は２０００年、３月有珠

山噴火、９月シドニーオリンピックで高

橋尚子（マラソン）田村亮子（柔道）が

金メダル獲得。流行語は《おっはー》、

氷川きよしがデビュー、 

さて、来年はどんな年になるでしょうか

龍のように昇り調子の良い一年であり

ますように・・・。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『龍の絵入門』 干場哲鳳（ほしばせきほう）；著 

日貿出版社 ２階一般 請求記号（724.1ホ）  

 縁起の良いモチーフとして好まれる龍の全体

図、細かな部位、背景に至るまで、龍を描くため

に参考にしたい本です。龍の伝説やたくさんの

名画をも取り上げ紹介しているので、龍につい

ての知識も得ることができます。 

『龍の子太郎』 松谷みよ子；著 田代三善；絵            

講談社 １階児童 請求記号（91.3マツタ） 

 

 

信州の民話をベースに描かれた龍の子太郎

の創作民話は松谷みよ子さんの代表作とも言え

るでしょう。絵本や紙芝居化されただけでなく、

人形劇、お芝居、アニメとなりました。母を探して

壮大な旅に出る太郎の深い物語です。 

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 
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質 問）冬の節電方法を探しています。 

電気や灯油を節約する方法と具体的な金額がわかる資料はありますか？ 

590サ 『脱電生活』 佐光紀子 毎日新聞社 ２０１１年６月刊 

隙間風防止方法／湯たんぽ・ハンテン・腹巻き利用／体を温める食材活用法など知恵袋アイディア掲載 

590モ 『いますぐはじめる正しい電気のトリセツ集』 ももせいづみ 六曜社 ２０１１年７月刊 

電化製品の特徴と節電できる方法紹／熱量の多い家電の利用をいかに抑えるかがポイント 

591 ト  『灯油節約のツボ ２００８』 北海道経済産業局（資源エネルギー環境部石油課）  

      暖房・給湯・融雪の灯油節約方法／室温を２℃下げると年間２３２リットル（２３.２００円）の節約 

501.6シ 『省エネ性能カタログ２０１０年冬』 経済産業局資源エネルギー庁 

      電化製品の消費電力・年間電気料金・待機電力など製品番号から調べることができます。 

 

インターネットでも以下のような情報が紹介されています。 

●北海道経済産業局ホームページ  http://www.hkd.meti.go.jp/hokpw/ouchi_shoene/index.htm 

おうちで省エネ！（HPからＰＤＦファイルで閲覧・印刷できます）冊子は図書館資料として現在、準備中です。 

◆室温２０℃設定で石油ヒーター（-780円）、ガスヒーター（-1.390円）更に１時間短縮で（-1.300～2.240円） 

◆カーテンは厚手の床まで届くサイズを利用すると年間灯油４９リットルの節約（約１００円×４９ℓ＝４.９００円） 

◆部屋着にも工夫を！体感温度を上げて冷え対策  

→カーディガン＋２．２℃  ひざかけ＋２．５℃  ソックス＋０．６度 

   ◆１０年前の家電製品と最近の省エネ性能製品の比較があり、買い替えという選択肢の参考になります。 

●北海道ホームページ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/shouene-setuden.htm 

家庭でできる 身近な省エネ・節電ポイント 

◆電気ポット つけっぱなしにせずプラブを抜く 月換算９．０ｋｗｈの節約で約２１３円 

◆テレビを見ない時は消す。１日１時間見る時間消すとプラズマ３２インチ月換算６．２ｋｗｈの節電で約１４７円 

 

 

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 

２階資料相談カウンターに寄せられた

相談業務の一部をご紹介していきます。

職員はどんな調べ方で答えに進んでい

くのかプロセスをどうぞ・・・ 

 

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その３１ 

 帯広市図書館で所蔵している雑誌を五十音順にご紹介しています。 

今月は、『ニュートン』 『ネイチャーダイジェスト』 『ネイチャーインタフ

ェイス』『農家の友』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。 

『ニュートン』 ニュートンプレス 月刊 １９８１年７月号より所蔵 

★科学に関する話題をカラーイラストや写真を使ってダイナミックなビ

ジュアルでわかりやすく伝えている雑誌として人気があります。世界

的に旬の話題を科学の切り口で解説しています。 

 

『ネイチャーダイジェスト』 ネイチャー・ジャパン 月刊 ２００６年

２月号より所蔵 

★科学雑誌『ネイチャー』誌の論文以外の記事を日本語で掲載してい

る雑誌です。『ネイチャー』誌の翻訳となるため、英語が苦手でも最

新の科学情報を知ることができます。 

  

『ネイチャーインタフェイス』 ウェアラブル環境情報ネット推進機構  

季刊 ２００５年１２月号より所蔵 

★ＩＴを使ってより便利な社会をめざすために大学・企業などの研究機

関がＮＰＯ法人として技術開発を進めています。この雑誌は、その団

体の活動報告を主とし、日本の最新技術を知ることができます。 

 

『農家の友』 北海道農業改善普及協会 月刊 ２００７年４月号より所蔵 

★昭和２４年８月創刊の北海道農業の普及促進を目指した雑誌です。

農業新技術の紹介、道内の先進事例など、気候や情勢にあわせた

営農について農業に関わる人への取材を中心にまとめた実用的な

内容が豊富に掲載されています。 
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