今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その５８ 市民文藝 第５１号発刊

を発信しています。
【市民文藝第５１号発刊】

千田慶子さん

短歌「ハーブの風」収録

★テーマ別オススメ資料
【本で世界旅行】
【生涯現役宣言！】

市民文藝 第５１号
２０１２年１月２１日（土）発売です！

★レファレンス最前線
【冬休みの自由研究】

■昨年５月～８月に募集していました「市民文藝」には、小説、随筆、詩、短歌などの
９ジャンルに１３１名から１５６４点の応募がありました。
編集委員の選考会議の結果、９９名、１３１点の作品が入選作として選ばれました。
■そのほか〔芸術展望〕と題した、十勝の小説、詩、短歌、俳句、川柳、美術、演劇に
ついてまとめられている記事。郷土で出版された、郷土について書かれた本を紹介
しているコーナーなど、地域の創作文化について知ることができる１冊となっています。
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帯広市図書館
2012.1 vol.61

販売価格 １．０００円（税込み）
取り扱い場所
帯広市図書館／有田書房／オカモトカルチュア（ＴＳＵＴＡＹＡ）／くまざわ書店
帯広藤丸店／札幌弘栄堂書店帯広店／ザ・本屋さん／松本書房／宮脇書店帯広店

日 月

あけましておめでとうございます

よむ☆トショ
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

本年もどうぞよろしくお願いします
冬休み期間中のイベント情報 （入場無料）
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◎●◎●◎●◎生涯現役宣言！●◎●◎●◎●
年齢を経てもなお、イキイキと素敵にエネルギッシュに活動されている方が大勢います。は
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１月１３日（金）11：00～12：00 冬休み子ども図書館のつどい
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１月１８日（水）18：30～19：30 植物標本講演会
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１月２２日（日）10：00～12：00 おはなしのせかい

29 30
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たして、自分は老年期を迎えても体力・気力・財力・健康を保つことができるのだろうか？と漠
然とした不安にさいなまれることがあると思います。そんなときには、生涯現役の素晴らしい
ベテラン達人たちの生き方を学んでみませんか？きっと不安は杞憂に終わりますよ。
BOOK

詳しくは広報おびひろ・館内チラシを見てね♪

本を開いて、世界の旅へ

色のついている日は休館です。

画像

本当に好きなこと、大切なことを中心に暮したいと思いませんか？衣食住のサイズ

あり

ダウン、人間関係のスッキリ整理術、愉しみも「中ぐらいがいい」など、遊び方やお金
の使い方をテーマに、老いの日を快適に愉しむための、役立つ考え方、情報が満載。

壮大な景色やおいしそうな食事、テレビの旅番組で紹介されている外国に憧れてしまいます。世界を旅してみたいけれど、お金も暇もない…。
でも、本を開けばそこには世界が待っています！ツアーでは行けないレアな場所に行ける、ちょっと変わった体験ができるのが、“本旅”の良いとこ

BOOK

ろです。想像力を膨らませる、読書ならではの自分旅行へでかけましょう。荷物もお金もいりません、さあ、出発進行！
BOOK

『世界のどこかで 居候』 中山茂大；文 阪口克；写真
リトルモア ２階旅行 請求記号（290.9 ナ）

BOOK

画像
あり

期間は約一週間。これが、家族の本音が見えてくるちょうどい
い期間なのだとか。観光旅行では見えない、日常の暮らしを

あり

体感できるのが居候旅行の一番の魅力。ぜひ味わってみてく

には、犬や貝殻の形をしたホテル、湖や樹の上にあるホテルな

『飢えたピラニアと泳いでみた』 リチャード・コニフ；著

あなたが泊まってみたいホテルもきっと見つかるはず！
BOOK

ある時はチーターに会いにタンザニアへ、またある時はキ

あり

ツネザルの研究者のいるマダガスカルへ。副題は「へんであ
ぶない生きもの紀行」。その名の通り、世界中を飛び回って、

進める工夫を紹介。気持ちよく暮らす一日の時間割や、短時間ごはん作りの方法な
ど、気持ちに余裕が生まれる生活術。

BOOK

ベストセラーズ ２階一般 請求記号（159.79 オ）
日本人の平均寿命がのび、長くなった「老後」。人生最後のステージを輝かせるた

あり

めの心得や、見事な最後を迎えるための心がまえを名医の著者が本音で語る、老い
てこそ得られる智恵が盛りたくさんの一冊。

BOOK

ジオグラフィック社 ２階旅行 請求記号（290.87 ア）
画像
あり

１００年前にタイムスリップして、世界一周の旅へ。１９０５（明
治３８）年、世界旅行に出たドイツ人ワルデマールが旅先で撮っ
た写真の数々と回想録。彼が魅せられた当時の日本や世界の

生きもののちょっと変わった生態を取材した１冊です。

BOOK

『標本の作り方』 大阪市立自然史博物館；編著
東海大学出版会 ２階一般 請求記号（460.73 オ）

BOOK

『老年のぜいたく』 三浦朱門；著
青萠堂 １階文学１ 請求記号（914.6 ミウラ）

画像

自分の好きなことで生涯を過ごせたならば、最高！勉強を遊びにかえるコツや、人生

あり

後半の趣味の見つけ方、人生最後になすべきこと、ストレスの処方箋などを、朱門流

光景が、私たちを時空を超えた旅に連れ出してくれます。

★ １月４日（水）～２９日（日）まで、２階地
植 域資料コーナーにて「植物標本の役
物 割と博物館の仕事展」を開催します。
標 旧第６中学校で教材として使用されて
本 いた植物標本を中心として、帯広百年
と 記念館の仕事を紹介する展示です。
博
物 ■関連講演会を開催します■
１月１８日（水）18：30～19：30
館 〔博物館はなぜ標本を集めるのか？〕
の
仕
事
★

『楽々往生』 帯津良一；著

画像

『一〇〇年前の世界一周』 ワルデマール・アベグ；写真
回想録 ボリス・マルタン；文 岡崎秀；訳 日経ナショナル

長野敬／赤松眞紀；訳 青土社 ２階一般 請求記号（480.4 コ）

画像

老いても自立して簡素に暮らしたい。そのために心がけている家事のコツ、ラクに

あり

ど、世界中の見たこともないようなホテルがたくさん登場します。

ださい。
BOOK

画像

旅行の時、どんなホテルに泊まるかは大事なポイント。この本

画像

『簡素な暮らしの家事手帖』 村川協子；著
大和書房 １階生活 請求記号（590 ム）

『可笑しな ホテル』 ベティーナ・コバレブス キー；著
松井貴子；訳 二見書房 ２階一般 請求記号（526.68 コ）

世界各地のごく普通のおうちに、居候の旅を敢行！居候の

『人生の整理術』 保坂隆；著
朝日新聞社 ２階一般 請求記号（367.7 ホ）

１月のカレンダー

「人生のすすめ」から学んでみませんか。

『博物館の仕事』 ８人の学芸員；著

BOOK

岩田書院 ２階一般 請求記号（069 ハ）

『牧野富太郎自叙伝』 牧野富太郎；著
講談社 ２階一般 請求記号（Ｂ289.1 マ）

博物館などで展示されている、植物標本・昆

タイトル通りに博物館の役割、職員である学芸員の

画像

虫標本・剥製・骨格標本・エタノール液に浸され

仕事について、事例と共に紹介しています。地域の文

画像

にイメージする方も多いのではないでしょうか。独学で

あり

た液浸標本の作り方が紹介されています。自然

化や自然を残す、研究する、財産を残す意義や大変さ

あり

植物分類学を確立した博士の人柄が垣間見える自叙

を記録に残す仕事の人たちの知恵と発見がたく

画像
あり

さん詰められています。
BOOK

『花と葉で見わける野草』 有沢重雄；文 亀田龍
吉；写真 小学館 ２階一般 請求記号（470.38 カ）

BOOK

植物学、と言えば・・・牧野富太郎氏のことをまっさき

についても知ることができます。しかし、登場する学芸

伝です。子どもが１３人いらしたので貧乏で困ったこと、

員の地道な努力と誇りが伝わる１冊です。

月給の話など意外なエピソードがありました。

『種子たちの知恵』 多田多恵子；著

BOOK

世界文化社 ２階一般 請求記号（726.5 グ）

日本放送出版協会 ２階一般 請求記号（471.1 タ）

野に咲く野草の名前を調べるときにとても便

『木の葉の美術館』 群馬直美；絵・文
この本に収録されている葉っぱは写真ではなくイラ

身近な植物の種子がクローズアップされていて、動

画像

利な１冊です。花と葉の形状から探すことがで

画像

けない植物が種子をどのように土に根付かせるのか、

画像

ストです。細かな虫食いや葉脈まで瑞々しく描いた作

あり

き、写真も大きく、似た植物との見わけに役立つ

あり

驚くべき計算された方法がいくつも登場してきます。

あり

品集であり、葉っぱの１枚１枚が見せる多様な表情に

特徴がポイントとして添えられているので自分で

どうやったら、こんなうまい具合に？？？と思わせる不

目を奪われます。ひとつとして同じものがない植物の

比べて確認することができます。

思議がたくさん紹介されています。

不思議を改めて感じることができます。

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。

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

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・・・

問い合わせ 照会 リファレンスともいう

『imidas』より

質問）日本各県の〔おせち料理の違い〕
〔お雑煮の違い〕どちらかを冬休みの自由研究のテーマ
にしたいと思います。資料の場所などを教えてください。
☆小学生からの質問なので、１階児童コーナーで書棚の場所で一緒に探すことにしました。

38.3 キ

『郷土料理大図鑑』ＰＨＰ研究所

38.3 キ

『郷土料理（ポプラディア情報館）
』ポプラ社

38.3 ニ１

『地域ごとに比較しよう（日本の「食」とくらし①）』学研

＊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。

『廃棄物』 日報アイ・ビー 月刊 ２００６年２月号より所蔵
★ごみ処理やリサイクルについて特化した専門誌です。ごみの軽減や

『季節ごとに体験しよう（日本の「食」とくらし②）』学研
『はじめて知るみんなの行事とくらし』学研
『わくわくお正月とおもち（おくむらあやお

★俳句鑑賞、俳句創作を手助けする１冊です。１７文字で季節を感じる

む方はもちろん、俳句を読むのが好きな方にも人気の雑誌です。

『パーゴルフ』 パーゴフルフ 週刊

●両方が紹介されている資料
38.3 オ 11

『俳句』 角川学芸出版 月刊 １９８２年５月号より所蔵
ことができる俳句の名句紹介、俳人インタビューなど、俳句をたしな

『日本のしきたり絵事典』ＰＨＰ研究所

38.3 ニ５

38.6 ネ

今月は、『廃棄物』 『俳句』 『パーゴルフ』『バーダー』の４誌。

み処理問題も詳しく解説しています。

●おせち料理

38.6 ハ

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。

リサイクルの最新技術を紹介するだけでなく、個人が家庭でできるご

●お雑煮

38.2 フ

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その３２

ふるさとの伝承料理）』農文協

『年中行事（ポプラディア情報館）
』ポプラ社

☆キーワード〔おせち/雑煮/お正月/行事/郷土料理〕として資料の内容を確認していきました。
おせち料理のめでたい由来についての紹介はありましたが、地域差については全国を比較できる
資料が見つけることができません。そこで、２階一般資料でも探すことにしました。
383.81 ナ 『４７都道府県・伝統食百科』丸善株式会社
巻末に紀文食品がお正月料理アンケートを実施、日本各地のおせち料理の内容・お正月に食べ
る料理などを都道府県ごとにまとめた結果が紹介されており、比較することができます。
（おせちについては都道府県ごとではなく、関東・関西で違いがあるようです）
さて、小学生はどちらの研究を進めることにしたのでしょうか？

２００８年４月１日号より所蔵
★ゴルフ専門誌です。ゴルフテクニック向上のためのポイント、石川遼
さんなどのプロゴルファーへのインタビュー、ゴルフクラブの性能紹
介など、ゴルフを楽しむ方必見です。

『バーダー（ＢＩＲＤＥＲ）』 文一総合出版 月刊
１９９３年５月号より所蔵
★野鳥観察のための雑誌です。バードウォッチングを楽しむための方
法が紹介されています。野鳥の見分け方、生態、観察方法など幅広
く深い内容です。野鳥の写真も美しく、グラビアだけでも見ていて楽
しいです。

