今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
を発信しています。

その７２ 移動図書館バス・なうまん号が新しくなりました。

【移動図書館バスなうまん号】

あなたのそばに図書館が行きます！
絵本・児童書・小説・実用書・雑誌など
約３５００冊がご近所まで！
★利用者カードは図書館と共通です。
初めて利用する方は住所を確認できるものをお持ちください。

★テーマ別オススメ資料
【いきいき介護・にこにこ老後】
【おとなだって絵本】
★レファレンス最前線

【Ａ・Ａミルンの詩】

★本を借りるのは無料です。
１０冊借りることができます。（図書館とは別にバスで１０冊ＯＫ）
★貸出期間は約 1 ヶ月です。
次の巡回時に返却してください。

お問合わせ
帯広市図書館

２２年ぶりにバスを更新しました。
新しいバスは黄色のナウマン象が目印です。
★新緑団地前、自由が丘福祉センター前、ときわ保育所向、
柏林台福祉センター前、モモンガ公園南側、市民活動プラ
ザ六中など、市内５４か所を月１回巡回します。
（巡回スケジュールは図書館ＨＰからもご覧いただけます）
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例年になく、寒さが厳しい日が続いています。風邪やイ
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ンフルエンザも流行しているようですので、みなさんもお気
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ます。毎年好評の読書びな（うさぎちゃん）も登場します。
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３月３日（日）は図書館開館記念のスペシャルおはなし会、
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２月１７日から図書館１階ロビーに、おひなさまが登場し

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!
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★☆★☆★おとなだって絵本★☆★☆★
カラフルで豊かな色彩、思わず口ずさみたくなるリズミカルな言葉、ページをめく
るわくわく感・・・。すてきな絵本はおとなの心もとりこにします。寒い寒い冬、暖か
いお部屋でお気に入りの一冊を開いてみては？おとなになった今だからこそ響く
言葉があります。
BOOK

横浜ミエ先生講演会を予定しています。

いきいき介護・にこにこ老後

『美しい絵本』 ペン編集部；編
阪急コミュニケーションズ ２階一般 請求記号（019.53 ウ）

２月のカレンダー

豊富なカラー写真でおとなにこそ読んでほしい美しい絵本を紹介しています。映画

色のついている日は休館です。

「おくりびと」の仕掛け人小山薫堂さん、女優ミムラさんなど、よく知っているあの人が選
んだ「私の好きな一冊」も気になります。表紙は荒井良二さんの書き下ろし作品！

〝老々介護〟〝シングル介護〟〝単身介護〟親が健康に年を重ねているものの、「介護を苦に～」というニュースが流れる度に他人事では
ないなぁと感じ、自分もまた一年ごとに年をとり、身近のものとなりつつある介護。大切な家族の介護ゆえに心が折れてしまわないように、時には
専門家の、そして同じ経験をした方のお知恵を拝借してみませんか？
BOOK

『介護疲れを軽くする方法』

BOOK

平凡社 ２階一般 請求記号（019.53 ゴ）
BOOK

絵本作家、五味太郎さんが、『すてきな三人ぐみ』『こんとあき』『ちへいせんのみえる

『 お母 さ んはま だらボケ 』南 慶子 ；著 ウインかも がわ

ところ』などの絵本を編集者小野明さんと一緒に読み、とことん語り合います。「なるほ

２階闘病記コーナー 請求記号（916 ﾐﾅﾐ 4-1）

介護者サポートネットワークセンター・アラジン；編著
河出書房新社 ２階一般 請求記号（369.26 カ）

ど！そういう風にも読めるんだ！」と感心したり、驚いたりの一冊です。

脳血管性認知症」の母親を 10 年近く介護していた著者の体験

〝無理をしない〟〝我慢しない〟ことこそよい介護！介護の

記。ともすれば、やりきれなくなるような介護中のエピソードも、

現実から、介護サポート、環境づくりなど、疲れきってしまう前

母娘ならではの切り返しに、思わず笑ってしまうことも。実体験か

に知っておきたいことをしっかり教えてくれます。時には、自分

ら語られる文章は、介護の極意満載の１冊です。

BOOK

『不思議の国のアリス』や繊細な妖精の絵などで印象的なアーサー・ラッカムさん。
原画の美しさが伝わるカラーで多くの作品が紹介されています。芸術作品と呼ぶにふさ

BOOK

『介護旅行にでかけませんか』篠塚 恭一；著
介護が必要だから…と旅行をあきらめてはいませんか？この

テーマに沿った内容の本を、何冊か関連させていきながら紹介

本は、そんな方たちの夢をかなえるために活躍しているトラベ

していくブックトーク。介護現場で、それも含め〝語りと音楽を取り

ルヘルパー（外出支援専門員）という仕事、また実際に旅行さ

入れたショー〟のように「心が通うこと」目的として、試行錯誤しな

れた方の感想が綴られています。心とからだ、両方のリハビリ

がら活動している著者たち。実践例では、たくさんの絵本や歌が紹

にもなりそうな旅行へ出かけてみませんか？

介されています。

１月２５日～３月２４日まで北海
道立帯広美術館にて開催中です。

BOOK

わしいその絵は、きっと幻想の世界につれていってくれることでしょう。

『介護とブックトーク』梓 加依；著，吉岡 真由美；著，村上
理恵子；著 素人社 ２階一般 請求記号（369.26 カ）

講談社 ２階一般 請求記号（369.26 シ）
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『挿絵画家アーサー・ラッカムの世界１～２』 新人物往来社；編
新人物往来社 ２階一般 請求記号（726.5 ラ）

の負担を軽くすることを積極的の考えてもいいのです。
BOOK

『絵本をよみつづけてみる』 五味太郎・小野明；共著

『雪原の足あと』 坂本直行；著
茗渓堂 ２階一般 請求記号（786.1 サ）

BOOK

BOOK

『旅の絵本 １～７』 安野光雅；著
福音館書店 １階児童 請求記号（Ｅ アンノ）
大人にもファンが多い安野さんの旅シリーズ。馬に乗る人がヨーロッパやアメリカなどを
行きます。各ページに名画・名作・映画の場面・有名人の似顔絵・だまし絵など・・・いくつ
もの秘密が隠されています。何度見ても新しい発見がある、あそび心いっぱいの絵本。

『一原有徳』 光岡幸治；著

BOOK

北海道新聞社 ２階一般 請求記号（732.1 ミ）

『横山大観の世界』 横山大観；著
美術年鑑社 ２階一般 請求記号（721.9 ヨ）

山々はその土地を象徴する存在と

六花亭製菓の包装紙でもおなじみの坂本直

モノタイプ（一枚しか刷ることのできない版画）であ

横山大観もまた山を多く描いた画家でした。まだ若

して親しまれ、多くの画家たちに描

行さん。広尾町での開拓生活のなか、山に登

り、金属を使った版画で独自の表現を確立した、一原

いころ、本名の秀麿落款の「武蔵野」という作品に富士

かれてきました。

り、絵を描きました。日高山脈を愛した直行さん

有徳は登山家としても有名でした。小樽貯金支局に勤

山が描かれているのが確認できます。

の随筆とスケッチなど作品を見ることができる画

務していた２０歳ぐらいのころから「小さな未知の山の

今回展示されるのは「夏之霊峰」、雲のなかに青い富

文集です。

小さな探検心」に魅了されていったそうです。

士山、色のコントラストが美しい１枚です。

BOOK

『北斎の冨嶽三十六景』 大久保純一；著
小学館 ２階浮世絵 請求記号（721.8 オ）

BOOK

『広重保永堂版「東海道五拾三次」帰国展 カタログ』
毎日新聞社 ２階浮世絵 請求記号（721.8 ア）

BOOK

『現代日本画全集 第９巻 岩橋英遠』
集英社 ２階美術全集 請求記号（721.08 ゲ９）

今回展示されているのは、「冨嶽三十六景

広重作品は「東海道五拾三次之内 由井 薩堹嶺

滝川市出身の岩橋英遠（本名は「ひでとお」、雅号と

山下白雨（さんかはくう）」葛飾北斎の代表作で

（ゆい さったりょう）」駿河湾に浮かぶ船や由比ヶ浜を

して「えいえん」）は農業の手伝いをしながら油絵を描く

あると同時に富士山を描いた絵画を語る際に欠

断崖絶壁の峠から、恐る恐る覗き込む旅人の様子が

ようになり、少年時代の原風景や雄大な自然をモチー

かすことのできない作品のひとつです。山麓に

描かれています。その向こうに見える、端麗な富士山

フに作品を生み出しました。上京してからは、自ら好ん

鋭く光る稲光が印象的です。

のすっきりとした姿も画面を引き立てています。

で「道産子」と自称していたようです。

レファレンス（reference）
参考・参照図書・問い合わせ・照会

こんな資料相談がありました

リファレンスともいう（『imidas』より）

●『くまのプーさん』で有名なミルンにとても印象的な詩があり、昔、読んだか、誰かから聞いた。
「６歳まで・・・」というか、子どもの成長について書かれていた気がする。また、読みたい。
○Ａ・Ａミルン（アラン・アレクサンダー・ミルン）について調べることからはじめました。
R019.5 シ 『新・こどもの本と読書の事典』
ｐ369「児童詩を数多く創作。『クリストファー・ロビンのうた』（1924）と『クマのプーさんとぼく』（1927）にまとめる」
R909.03 サ 『英米児童文学辞典』
ｐ241「詩集『クリストファー・ロビンのうた』（When We Were Very Young）『クマのプーさんとぼく』（Now We Are Six）
R027.34 ホ 『翻訳図書目録７７/８４』
ｐ642

①『クマのプーさんとぼく』 小田島雄志・若子訳 晶文社 １９７９年
②『ちいさなちいさなときのこと・六つになったよ』 山田正巳訳 中部日本教育文化会 １９８１年

○訳者違いで２タイプの詩集が出版されているということがわかりましたが、当館には①しかありませんでした。

９３．１ 『クマのプーさんとぼく』 小田島雄志・若子訳 晶文社 １９７９年
★詩集の最後に「おわりに」というタイトルで探していた詩が掲載されていました。

○めでたし、めでたし。かと思いきや、ここでお客様から疑問が・・・「詩は確かにこんな感じだったけど、タイトルに
６歳とか、６という数字が入っていたような気がする・・・」とのこと。
→やはり上記②『ちいさなちいさなときのこと』を相互貸借で他の図書館から借用する？と思いつつ、当館所蔵
の詩集やミルン／クマのプーさん関連書籍もあわせてみることに・・・
○当館所蔵資料
Y933 ミ 『クマのプーさん全集－おはなしと詩』 岩波書店 ＊小田島雄志・若子訳 「おわりに」
933 ミ 『クマのプーさんと魔法の森へ』 求龍堂 ＊猪熊葉子訳 「おしまい The End」
→最後の手段として、個人詩集ではなくアンソロジーまで広げて丁寧に見ていくことにしました。
○児童／子ども／詩／親子などのキーワードで絞りながら探します。

911.56 ス 『母と子の詩集』 周郷博（すごうひろし） 国土社 １９６６年
ｐ１８ 「六つになった」 周郷訳が収録されていました！
○当館所蔵資料で該当の詩を見つけることができました。
どの訳者も違う日本語を使い、表現しているので読み比べるものまた楽しいのではないでしょうか？

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その４４
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『リプラン北海道』『リベラ』『リベラルタイム』『歴史街道』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。

『リプラン北海道』 季刊 札促社 ２００７年春夏号より所蔵
＊北海道に根ざした住宅情報誌です。道内の建築事例や雪や寒さ対策
など、北海道に住む人にとって最良な方法を紹介しています。新築さ
れたお宅の紹介も多く、近所の家族が紹介されているかも知れませ
ん。

『リベラ』 季刊 公害地域再生センター ２００６年１月号より所蔵
＊公害地域再生センター（通称：あおぞら財団）の機関紙です。ラテン語
でトンボを意味しています。西淀川公害訴訟の和解金の一部で設立
された財団だけあり、公害地域の再生を目指す活動報告や情報提供
をしています。

『リベラルタイム』 月刊 リベラルタイム出版社
２０１０年４月号より所蔵
＊読者からの質問を取材の切り口にする、ビジネスマンのための情報
誌です。素朴な疑問から、専門家それぞれの意見を問うものなど。複
数のジャーナリストから意見を聞くため、比較して読むことができま
す。

『歴史街道』 月刊 PHP 研究所 ２００２年１１月号より所蔵
＊歴史ファンから人気の高い、歴史解説雑誌です。古代から近現代の
日本史に登場する人物にスポットをあて紹介、解説をしています。
視覚に訴えるイラストが目をひき、歴史入門としても適しています。

