今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その６４ フードバレーとかちコーナーができました。

図書館１階に、フードバレーとかちコーナーを新しく設けました。
とかちの食が紹介されている資料、イベント情報チラシ、パンフレットなどを置いています。
豚丼、農産物、スイーツなど、帯広とかちの地域食を知ることができます。
フードバレー講演会の DVD（貸出可能）や日本食糧新聞なども揃えています。

を発信しています。
【フードバレーコーナー】
★テーマ別オススメ資料
【お江戸文化・再発見】
【くらしの法律】
★レファレンス最前線

＊１階エントランスには、食関係専用のパンフレットラックも設置しました。

【医療用語の読みを調べる】

ここにあるものはご自由にお持ち帰りいただけます。
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おいしい情報が大盛りです。

お料理本のある棚に隣接しています。

帯広とかちの魅力を存分に
味わってください。
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６月１日から、２階健康医療・情報コーナーに、闘病
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記コーナーを設けました。医療関係情報と併せてご覧

１階雑誌棚横には、レシピワゴン（小型のブックカー
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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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●○●○●〇●くらしの法律●○●○●〇●
法律といえば「堅苦しい」「難しそう」「自分には関係ないかな」と思いがちです。しかし、婚姻関係・遺
言・相続などの場面では、法律を理解しておくと役立つことがあります。私たちが、日常生活でトラブル
や困りごとで立ち止ったときに、今回ご紹介する本はきっとお役に立つと思います。

BOOK

ご紹介します。カートを探してみてくださいね！
６月のカレンダー

お江戸の文化★再発見

自由国民社 ２階一般 請求記号（320 イ）
くらしに関わる法律のしくみを、実例や図解を入れて一般の人にも理解できるように

色のついている日は休館です。

わかりやすく説明しています。契約・借り入れ・土地売買・職場や仕事をめぐる法律。
これだけは知っておきたい法律知識を身につけることができます。

５月２２日に東京スカイツリーが開業し、地上４５０メートルの展望台からは関東一円が見渡せるとか。そのおひざ元、東京下町に息づく江戸情緒に思いを馳せ
てみませんか？現代に至るまで受け継がれてきた伝統。一度は途切れてしまったものの、地元の人たちの手で見事復活させた風習などを紹介します。
ちなみに、図書館にはスカイツリー関係の資料も揃っています。スカイツリー見物、東京観光のためのガイドブックもあります。

BOOK

『旅する江戸絵画』 金子信久；著

BOOK

ピエ・ブックス ２階一般 請求記号（721.08 カ）

BOOK

『夫婦親子男女の法律知識 改訂版』
自由国民社 ２階一般 請求記号（324.6 フ）
夫婦・親子・男女関係のトラブル、子どもに関する悩みごとや相続・贈与をめぐる問

『大江戸食べもの歳時記』 永山久夫：著

題など、家庭内における様々な問題解決の方法を実例形式で解説したものです。自

グラフ社 ２階一般 請求記号（383.81 ナ）

旅をすることが今ほど自由ではなかった江戸時代。現実の

卵かけご飯や土用うなぎ、鍋料理、おでんに焼き芋…。平成

風景への驚き、憧れ、感動、まだ見ぬ風景への無限の想像

の世でもみんなが大好きな料理や行事食、健康食、発酵食品

力が生み出す不思議な絵画の世界を紹介する一冊です。

などのルーツは江戸時代にあり。四季と密接に連動して発達し

江戸絵画について、わかりやすく解説している巻末 Q＆A も

た江戸の食文化を探ります。

分の問題に近いケースを探して参考にされると良いでしょう。
BOOK

『よくわかるクーリング・オフのしかた』 村千鶴子；著
日本法令 ２階一般 請求記号（365 ム）
訪問販売や電話勧誘などで契約したあとに、よく考えたら必要のない購入だったと
気づくことがあります。そのときに有効な、クーリング・オフ制度の基礎と手続き方法、

ぜひ一読を。
BOOK

『知っていますか？トラブルからあなたを守るくらしの法律』 飯野たから；著

BOOK

『江戸の変り咲き朝顔』 渡辺好孝；著
平凡社 ２階一般 請求記号（627.4 ワ）

その文例、清算方法などについて丁寧に説明しています。

『江戸東京野菜 図鑑編』
農山漁村文化協会 ２階一般 請求記号（626 エ）

花の色・模様・葉が遺伝的な変異により変化した個性的な
へんか

BOOK

） 「練馬大根」や「谷中しょうが」、「伝統小松菜」など、江戸から

『お金で泣かないための本』 千葉保・利息解読プロジェクト；著
太郎次郎社エディタス ２階一般 請求記号（338.7 チ）

変わり咲き朝顔は「変化 朝顔」と呼ばれ、江戸庶民の間で大

明治・大正・昭和の各時代で市民の食生活を支え、食文化を育

斬新な切り口で、「カード破産」の授業を展開した元教員の著者。２００７年、１０代

ブームが起こりました。その栽培に情熱を傾けた人々の姿や

んだ「江戸東京野菜」たち。その美しい姿とともに、由来や生産

に向けた『お金で死なないための本』（ヤング Ｙ338 チ）を出版、中学・高校の授業で

美しい図版が楽しめます。

者たち、食べ方などを紹介します。野菜の歴史を語る〔物語編〕

活用された。この本はその大人向けバージョンです。とにかくわかりやすい内容です。

もあります。
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２階健康・医療情報コーナーに、

BOOK

闘病記コーナーを開設しました。

『 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

二人の出会いから、婚約・結納・結婚に至るま

病気を乗り越えた人たちの記録で
す。同じ病に悩む人たちに、勇気と
前向きな気持ちを、持っていただき
たいと願いを込めて作りました。

BOOK

『大人ウエディングパーフェクトガイド』

闘病記なら、まずはこの棚へ

BOOK

大泉書店 ２階一般 請求記号（385.4 オ）
いままで著者や内容により多様なジャンルに

『披露宴で読む花嫁から両親への手紙』 徳
今月の健康・医療情報特集展示テーマ
著 西東社 ２階一般 請求記号（816.7 ト）
〔毎日をリフレッシュ～身体を動かしたい～〕

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
こちらも貸し出しができる資料です。

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
健康・医療情報コーナーで

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。
は、今後も、積極的に資料

『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）

分類されてバラバラに置かれていた闘病記を、
１か所にまとめました。

病気ごとにわかりやすく区分け

『闘病記文庫入門』（石井保志：著 日本図書

BOOK

『そのまま使える結婚披露宴』
館協会：出版）を参考にして、闘病記分類表を作
金園社
２階一般 請求記号（809.4 ソ）
成しました。

BOOK

を収集していきます。
資 料の場所 や不明な点 は
ＰＨＰ研究所 １階文学２ 請求記号（910.26 コ）
２ 階カウン ターの職員 に
結婚式の思い出を写真にして、家族にプレゼントし
お問い合わせください。
たり、自分たちの宝物にしたい。と思いませんか？ちょ
よろしくお願いします！
『スクラップブッキングアラカルト』 ２５人の作家

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。
タイトルだけでは、どんな病気の体験なのか

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
わかりにくいことを解消。病気ごとに、配置する

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
ことにより、求めている情報にたどり着くのが早く

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
なります。自分の病気について書かれている資

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。
料を探す手間を省く構成にしました。

結婚式写真ばかり紹介し特集があります。

っと工夫で写真をより華やかに演出できる、スクラップ

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）

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。番外編

雑誌スポンサー制度のお知らせ
●医療関係用語の読み方を知ることができる資料を幅広く探している。
臓器の名称（筋肉・骨含む）、病名、薬の名前など、正確な読みを知るためには、どのジャンルの棚を見
れば良いか？８００番分類の辞書？４９０番医学関係？
↓

☆特定の部門や人に良く使われる言葉を調べるには、用語辞典がおすすめです☆
○タイトルからは、「読み方つき」であるか判明は難しいため、今回のような場合には、実際に資料を確認していくこと
になります。医療関係用語が多いということなので、健康・医療情報コーナーを一緒に見てみることにしました。

490.3 テ 『点訳・音訳のための医療関係用語集 改訂版』 神奈川県ライトセンター 貸出可
＊目的の大部分を達成できる資料。図解で名称、読み（臓器・神経・骨・ツボなど）があり。生薬名もあり。

499.1 ク 『薬の手引き 2011-12 年版』 小学館 貸出可

～あなたの企業・商店・団体を知ってもらうチャンスです～
★図書館では、雑誌の充実を図るために雑誌スポンサー制度を
開始しました。１階雑誌コーナーは、多くの方に目がふれる場
所です。企業広告が最新号のカバーや書棚に掲示されること
でＰＲ効果を期待できます。
詳しくは、図書館ホームページに要項等を掲載しています。
★募集対象は、企業・商店・団体（個人は対象外）とします。
１年間の雑誌購入代金を負担していただくことにより、雑誌
（最新号）カバーや書棚に企業名や広告を掲示します。

＊製剤・薬剤名はカタカナ表記が多く、漢字表記は少ない。しかし、この資料は、病名の読みがわかる。

Ｌ598.3 ヤ 『家庭の医学（大活字版）』 小学館 貸出可
＊巻末索引には読みがないが、本文中、病名を中心に多くの読みがある。文字も大きく使いやすい印象。

Ｒ490.33 イ 『医学書院・医学大辞典 第２版』 医学書院 館内利用
Ｒ490.33 ナ 『看護・医学事典 第６版』 医学書院 館内利用

193 種類
のタイトル
から選べる

＊この２点は類似資料です。医療関係の用語を広く掲載しています。読み、語句の意味がわかる。

Ｒ490.33 シ 『新 読み方つき医学・看護略語辞典』 南江堂 館内利用
＊アルファベットで表記される略語（例：ＳＡＲＳ＝サーズ 重症急性呼吸器症候群＝じゅうしょうきゅうせいこきゅう
きしょうこうぐん）の呼び方と読みがわかります。

○児童書の人体・病気関係資料にも読みはありました。しかし、子ども向けの内容であるため、今回の事例で

興味のある方にダイレクトに届く

は情報量が少なかったようです。資料のサイズが大きく図が多く掲載されているので、ビジュアル重視のとき
には有効だと思います。

お問い合せ
帯広市図書館 ３階事務室（０１５５－２２－４７００）

