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６３ 蔵書点検のため、お休みします。

【蔵書点検のお知らせ】

５月２４日（木）～３１（木）

★テーマ別オススメ資料
【お片付けでスッキリ】
【日本語を極める】

図書整理（蔵書点検）のために休館します。

★レファレンス最前線

蔵書点検中は図書館内のすべての資料を１点ずつ、確認します。ＯＰＡＣで表示される場所に、資料が正

問い合わせの多いこと】

しく収納されているか、行方不明のものや破損している資料などが無いか、職員全員で点検します。
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【帯広市図書館

期間中は、ご不便をお掛けして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。
移動図書館バスは、通常通りの運行をします。
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帯広市図書館
とかちプラザ
★返本ポスト

２０時まで開館

２・８・９・１０・１１・１５・１６・１７・１８・２２・２３日

１８時まで開館

３・４・５・６・１２・１３・１９・２０日

休

館

お問合せ：帯広市図書館

DVD・ビデオ・CD は破損
の恐れがあるのでポスト返

日 １・７・１４・２１・２４・２５・２６・２７・２８・２９・３０・３１日

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ

却はできません。

０１５５－２２－４７００
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こどもの読書週間事業が、スタートしています。１階

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!

エントランスには、子どもたちが、作ってくれたこいのぼ
りが元気におよいでいます。ぜひ！ご覧ください。
ほかにも、しかけ絵本の展示、おはなし会（4/29）、開
拓クイズ（4/30）映画会（5/3）などを予定しています。
中城ふみ子賞の短歌作品募集は終了いたしました。
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●○●○日本語を極めて、言葉豊かに●○●○
先月号で特集した「会話術」の本が、とても人気でした。
今月号では、言葉の意味や事柄を調べるための本を集めてみました。ニュースで取り上げられる言
葉、慣用句やことわざの意味がわかります。クイズ感覚で読めるものもあり、気軽に挑戦しながら知識
を深めることができます。

市民文藝作品募集が５月から、はじまります。

BOOK

５月のカレンダー

お片付けでスッキリ！

成美堂出版 ２階一般 請求記号（786.1 コ）
アラブの春、ユーロ危機、東日本大震災、道州制構想など２０１１年に起きた出来事

色のついている日は休館です。

なぞりながら、ニュースの言葉を説明しています。よく耳にするけれど、正確な意味は
わからない・・・でも、誰かに聞くのはちょっと恥ずかしい。そんなときのお助け本です。

断捨離ブームから人気の高いお片付け・収納本。『人生がときめく片づけの魔法』（近藤麻理絵／サンマーク出版）は、発売から１年以上経過した今でも、予約
待ちの状態です。あたたかくなり、衣替えを機会に、お片付けに取り組む！と決意を強くしている方も多いのではないでしょうか？子どもの家庭訪問が近いから、
必要に迫られて・・という、ご家庭もあるかと思います。スッキリと片付いた、理想の住空間を作れるといいですね。

BOOK

BOOK

『モノを大事にする人は捨て方がうまい』 板垣康子；著

BOOK

青春出版社 １階生活 請求記号（597.5 イ）
使わないであろうものが、詰め込まれている。何年も着ていな

からない。捨ててしまって後悔した経験がある。というお片付け

い洋服、一度しか使っていない道具、勢いで購入してしまった

挫折組、苦手意識のある方にこそ読んでほしい１冊です。「ゆる

家電など。捨てる。と決意はしたものの、「いつか」はやってく

いルール」で、小さな工夫を積み重ねることで、スッキリ快適な

るはず、と思っている方へ捨て方指南書です。

住環境を手に入れましょう。

１３名の働く人たちの、仕事場の机を紹介しています。主は

河出書房新社 ２階一般 請求記号（754.9 サ）

的な机。マネしたい技、意外な場所が収納スペースに変身す

うための箱を手作りしませんか？厚紙を組み立て、好きな布を

る魔法など。自分の机も！と、その気にさせてくれる内容で

張ることで素敵な収納ボックスができあがります。箱の大きさも

す。お仕事がサクサク進む机を目指しましょう。

デザインも自由自在。隠すのではなく、見せる収納できあがり。

ンブライドを前に「結婚」です。結婚
式を挙げるご夫婦、お招きを受け
たみなさん、門出を祝福するご両
親にお役立ちの本を紹介します。

BOOK

意味だったのか～。」と知った時の楽しさがあります。
BOOK

『 結 納 ・結 婚 しき たり 事典 』 日 本文 芸 社
２階一般 請求記号（385.4 ユ）

BOOK

『使ってみたい武士の日本語』 野火迅；著
草思社 ２階一般 請求記号（810.25 ノ）
時代小説を読んでいて、流れから雰囲気はわかるけれど、どんな意味？と不思議

はフリガナがあるので、思い込み読みも解決できるのが、さらにうれしいです。

『ヨーロッパから届いたかわいい布箱』 佐伯真紀；著

おらずとも職業がわかる机、仕切りや分類で工夫された機能

BOOK

句・意味・ことわざ・漢字、幅広く日本語を理解することができます。「へぇ～、そういう

に思うことはありませんか？ありそうでなかった、侍言葉のガイドブックです。漢字に

） やっぱり捨てられない。物が増えていくのが、止まらない。大
事なものだから、手元に置いておきたい。そういうときには、しま

今月のセレクトテーマは、ジュー

言葉の意味を４択クイズ方式で解説しています。よく使う言葉が多く、気軽に慣用

『「収納が苦手」な人のための片づけ術』 土井けいこ：著
お片付けでスッキリ、気持ちいい～。でも、大事なものが見つ

BOOK

『知っているようでよく間違う日本語』 北野義則；著
ＰＨＰ研究所 ２階一般 請求記号（810.4 キ）

限られた収納スペースに物が入りきらない。正直、この先

メディアファクトリー ２階ビジネス 請求記号（336.5 チ）
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BOOK

主婦の友社 １階生活 請求記号（597.5 ド）

『ちばさんのつくえ』 オフィスの机探検隊；編

『今がわかる最新時事用語２０１３年版』 成美堂出版社編集部；編

BOOK

『よく見るのに読めない漢字』
幻冬舎エデュケーション ２階一般 請求記号（811.2 ヨ）
街中の看板や広告、新聞などで、よく見る漢字の読みを紹介しています。重版出来
（じゅうはんしゅったい）・凸版印刷（とっぱんいんさつ）・花林糖（かりんとう）・羊羹（よ
うかん）、他にも多くの見たことのある漢字が出てきます。

『大人ウエディングパーフェクトガイド』

BOOK

大泉書店 ２階一般 請求記号（385.4 オ）

『披露宴で読む花嫁から両親への手紙』 徳永由希；
著 西東社 ２階一般 請求記号（816.7 ト）

二人の出会いから、婚約・結納・結婚に至るま

結婚を決め、婚約期間に役立つ１冊です。披露宴や

披露宴のクライマックス、ご両親への感謝の気持ち

で、実はしきたりがあるのをご存知でしたか？恥

新生活で必要な心構え、経費、周囲への気配りなど、

を込めて手紙を読む場面。伝えたい想いが、溢れてし

ずかしい思いをしないように常識と作法。当日ま

押さえておくべきマナーが細かく書かれています。１年

まって止まらない。どんな内容していいかわからない。

での段取りを略式の方法も含めて図解・写真で

程度かけて、結婚に向うふたりの絆が強くなるような、

そんなときの「ありがとう」を表現する文例とアドバイス

わかりやすく解説しています。

二人で決める事リストもあります。

がいっぱいです。

『手づくり結婚式のアイデアＢＯＯＫ』
美術出版社 ２階一般 請求記号（756.3 チ）

BOOK

『そのまま使える結婚披露宴』
金園社 ２階一般 請求記号（809.4 ソ）

BOOK

『スクラップブッキングアラカルト』 ２５人の作家
ＰＨＰ研究所 １階文学２ 請求記号（910.26 コ）

ウェディングシーンで使いたいシルバー小物を

おめでたい席に招待され、スピーチを頼まれました。

結婚式の思い出を写真にして、家族にプレゼントし

手作りするための本です。プロのデザイナーが

一生に一度の日を大事にするためにも、丁寧な言葉を

たり、自分たちの宝物にしたい。と思いませんか？ちょ

考えた、シルバー粘土とガスコンロで作れる小

贈りたいものです。新郎新婦と自分の関係性から考え

っと工夫で写真をより華やかに演出できる、スクラップ

物。祝福のお裾分けプレゼントとして、自分たち

る、スピーチ参考例です。祝福の気持ちを込める、素

ブッキングのアイディアがいくつも紹介されています。

らしい物を探している方にぴったりです。

敵な言い回しや強調したいポイントもわかります。

結婚式写真ばかり紹介し特集があります。

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

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。

『imidas』より

今月は、『フライフィッシャー』『プラスワンリビング』『ブルータス』『プレジ
デント』の４誌です。

●新年度に転入してきたみなさん！はじめまして、よろしくお願いします。

＊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。

今月は、特に４～５月に多い質問をまとめてみました。一挙にお答えします！

『フライフィッシャー』 つり人社 月刊 ２００９年４月号より所蔵

質問①電話帳はありますか？

★フライフィッシングの専門誌です。釣りの技術、道具についての最新

→はい。２階に日本全国のタウンページ（ビジネス・デイリー）・ハローページがあります。

情報。川・湖などの釣り場所、ポイント解説もあります。北海道が取り

質問②住宅地図はありますか？借りられますか？
→はい。帯広市/十勝管内/釧路市/札幌市（区ごと）のゼンリン住宅地図があります。館内利用です。

質問③複写（コピー）はできますか？
→はい。図書館資料であれば著作権の範囲内で複写ができます。白黒１０円・カラー５０円です。

質問④インターネットの画面をプリントアウトして欲しいのですが・・・。

上げられることも多く、フライをやる方は必読です。

『プラスワンリビング』 主婦の友社 隔月刊
２００６年４月号より所蔵
★ナチュラルインテリアとライフスタイルを提案しています。おしゃれ

→申し訳ありません。ネットのプリントアウトはできません。手書きで控えてください。

で、落ち着く空間を作る、家具の選び方、配置のコツ。素敵なお家が

質問⑤広報おびひろはありますか？
→はい。広報おびひろ最新号は差し上げられるものもあります。バックナンバーは、ファイリングしていますので
自由に見ることができます。十勝管内の町村広報もあります。（２階地域行政コーナー）

たくさん登場するので、目移りしてしまうほどです。

『ブルータス』 マガジンハウス 月２回

質問⑥帯広市図書館にない本を借りたいのですが？
→市内在住の方（カード番号 0190-）であれば、新たに当館で購入、他図書館から借り受けて提供できるよう調査
いたします。カウンターの職員に相談してください。広域の方（カード番号 0490-）は、地元館に希望をお伝えくだ
さい。

２０１０年４月１５日号より所蔵
★アートやサブカルチャーなどに強い雑誌です。インパクトある表紙デ
ザインには、いつも驚かされます。２０代後半以降の男性に支持され
ています。趣味や興味を広げるきっかけとなるような内容です。

１階カウンター
資料の貸出・返却 利用者カードの作成

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その３６

ＡＶブース利用申込

複写

『プレジデント』 プレジデント社 月２回

２階カウンター
資料の相談（探す・調べる・問い合わせ） 地図・新聞窓口

インターネット利用申込

複写

ご不明な点はお気軽にカウンターで声をかけてください。お手伝いさせていただきます。

２００７年４月２日号より所蔵
★経営者層に向けてビジネス情報を発信しています。仕事哲学、問題
解決のための思考法など、リーダーとして身につけておきたいことが
提示されています。

