今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その７０

を発信しています。

年末年始の開館スケジュール

【年末年始のお知らせ】

休館：２０１２年１２月２８日（金）～２０１３年１月３日（木）

★テーマ別オススメ資料
まる

【１９６○懐かしい風景】

２０１３年１月４日（金）１０：００より開館いたします。

【笑う門には福来る】
★レファレンス最前線

★本の返却は「返本ポスト」をご利用ください★
（★マークの場所に返本ポストがあります。破損の恐れがある

駐車場

ためビデオ・ＤＶＤ・ＣＤ・カセットテープは入れないでください）

図書館 ★

●忙しいときに便利！図書館ホームページから、本の

帯
広
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延長手続きができるようになりました。
（利用照会画面からスタートします）
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とかちプラザ
◆返却日を忘れてしまった。
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◆何冊借りていたっけ？
◆延長したい。
→このような時には･･･
お問合せください。
帯広市図書館
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【孫に絵本を借りたい】
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今年も最後の月になりました。カレンダーをめくったと

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!
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土

1

たん、クリスマスの華やぎ、大掃除や年賀状の準備など
2

ソワソワした気分になりますね。
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１２月１日（土）に市民文藝第５２号を発刊しました。
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１冊１０００円で図書館３階事務室、帯広市内各書店で
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取扱いがあります。
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表紙がとても素敵です！ぜひ、手にとってご覧ください。

30 31

◎○●笑門来福～笑顔の年越し福来る～◎●○
笑うことで気持ちが晴れやかになり、健康にも良いそうです。読んだらクスリと笑ってしまうような本
や、笑いの力について書いてある本などをご紹介します。楽しい１年だった方は更に素敵な１年に、悲
しい１年だった方は景気良くスッキリ忘れるために、気分を上げて新年を迎えましょう。

BOOK

まる

１９６○懐かしい風景

木村伊兵衛写真賞受賞作品。日常的な風景の中にこそ笑いが！写真を撮っている

色のついている日は休館です。

おばちゃんや、やんちゃな子供たちの姿など、見るとおもわず笑ってしまう写真集です。
タイミングの勝利といった驚きの作品が多く、とにかく１度見てください。

１９６０年（昭和３５年）代、テレビアニメ「鉄腕アトム」放送開始、東京オリンピック開催など今なお語り継がれ、記憶に残る１０年でし
た。元気だった時代といわれるあのころを記録した本を集めてみました。昭和が気になる方必読！当時を知る方は想い出話などを語

BOOK

るきっかけにもなります。
BOOK

『ぼくらの昭和３０年代新聞』 日本文芸社
２階一般 請求記号（384.5）

BOOK

小樽在住の高山美香さんによる１冊。偉人と呼ばれる人たちも、違う側面から見ると

『２０世紀この１０年 １９６０ｓ』 ニック・ヤップ；著

面白い人たちなのです。表情やしぐさが愛らしい偉人のミニチュア粘土人形と、楽しい

ランダムハウス講談社 ２階一般 請求記号（209.75）

解説に笑ってください。

１９６０年代に世界で起きていたこと ～紛争、アート、ポップ、

中心に紹介しています。あの頃、子どもだった方には特に懐

スポーツ～などを写真とともに解説しています。ヒッピーブーム、

かしく、熱い時代の息吹が存分に味わえます。ダッコちゃん人

BOOK

笑うと健康に良いって本当？根拠はあるのか？そんな風に疑問に思っている方はこ

る理由がわかります。

ラッカー、マーブルチョコレート新発売。いくつ覚えてますか？

『東京タワーが建ったころ』 岩永辰尾；著 第三書館

ちらの本をご覧ください。笑いと健康の関係についてはもちろん、笑い上手になる「笑み
BOOK

『父がいた日』 前田秀信；著

筋体操」のやり方も教えてくれます

木耳社
BOOK

２階一般 請求記号（726.5 マ）

２階一般 請求記号（213.61 イ）

『簡単にできる笑み体操』 林啓子・林隆志；共著
法研 ２階一般 請求記号（498.3 ハ）

ベトナム紛争、宇宙時代。海外においても激動の時代といわれ

形、鉄人２８号プラモデル、ピアニカ新発売、あたり前田のク
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『一葉のめがね』 高山美香；著
猫の事務所 ２階一般 請求記号（759 タ）

昭和３０年代当時の子どもたちが関心興味を持った話題を

BOOK

『うめめ』 梅佳代；著
リトルモア ２階浮世絵・写真集 請求記号（748 ウ）

１２月のカレンダー

『上方落語こばなし絵本』 もりたはじめ；採話 はやかわひろただ；絵
講談社 ２階一般 請求記号（779.12 モ）

東京タワーが完成したのは１９５８年１２月２３日。その頃の

作者は１９４９年長崎県生まれ、昭和３０年代の原風景を柔らか

日本の様子を写したモノクロ写真集です。半世紀という歳月

なタッチで描きます。本書は、四季折々の自然がたくさん残ってい

笑いの王道、落語です。絵本なので、大変読みやすいです。上方落語らしくけったいな

が確認でき、喜怒哀楽の記憶が呼び起こされる一冊です。

た子ども時代。単身赴任で都会に働きに出ていた父親と一緒にい

人やいけずな人が出てきます。「落語は読むもんじゃない、聴くもんだ」という方、視聴覚

きつねうどん１杯２０円でした。

られた短い時間を描いた童画集です。

コーナーに落語のＣＤもございます。

来年の干支は蛇、巳年です。

BOOK

蛇に関係する本を集めてみました。

BOOK

『巳年生まれは、福を呼ぶ人』 高田栄一；著
三五館 ２階一般 請求記号（148.8 タ）

BOOK

『ヘビ 世界のヘビ図鑑』 山田和久；著

BOOK

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（666.79 ヤ）

『十二支の民俗伝承』 石上七鞘：著
おうふう ２階一般 請求記号（388.1 イ）

巳年生まれの方は、１９２９年なだいなだ、奈良

ヘビと言えば、細長い、毒があるというイメージから

十二支にちなんだ伝承や風習を集めた資料です。

岡朊子。１９４１年安藤忠雄、石坂浩二。 １９５３年

苦手な方が多いと思います。動物園でも薄暗い飼育室

蛇の伝承として紹介されているのは、異類婚姻譚とし

阿川佐和子、松平健。１９６５年爆笑問題の両人、

での展示のためじっくりと見ることはないかも知れませ

て、蛇婿、蛇女房が解説されています。水神に関係す

草刈民代、吉田美和。１９７７年香取慎吾、氷川き

ん。世界のヘビの種類や飼育の方法！を紹介していま

る話が多いとのこと。蛇は『古事記』にも登場している

よし。芸術性に富んだ人が多いそうです。

す。写真ですから安心してご覧ください。

そうです。

『星の王子さま』 サン＝テグジュペリ；著
内藤濯；訳 岩波書店 １階児童 請求記号（95.3 サ）

BOOK

『うろこだま』 長谷川摂子；著 下田昌克；絵
岩波書店 １階児童 請求記号（38.8 ウ）

BOOK

『道成寺 大蛇になった乙女』 片山清司；著 白石
皓大；絵 BL 出版 １階児童 請求記号（77.3 カ）

星の王子さまの冒頭に印象深いイラストがあ

小さな白いヘビが登場する昔話です。大事に育てて

能の演目として有名な「安珍と清姫」の悲恋物語を

ります。ウワバミ（大きなヘビ）が獣をぐるぐる巻

くれた恩返しとして、金のうろこが毎日はらりと落ちる、

子どもむけの美しい絵本にした１冊です。純粋な清姫

きにして飲み込んでしまうものです。星の王子さ

うろこだまをじいさまに残します。金を産み出すうろこだ

の恋心と僧侶安珍の戸惑いが交差する心情。大鐘が

ま独特の世界観を象徴するようなイラストである

まを手に入れたじいさまは・・・。

燃え盛る様子が臨場感をもって表現されています。

と思います。

ダイナミックな挿絵が素敵なやさしいお話しです。

能楽に興味を持つきっかけにもなることでしょう。

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）

●お正月に孫が遊びに来るので、絵本を読んであげたいが、どんなものがいいだろう？
孫は１歳の赤ちゃんと３歳の男の子なのだけれど、なかなか選べなくて・・・。

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その４２
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『モーリー』『モダンリビング』『野性時代』『山と渓谷』の４誌です。
＊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。

○そういう時にとっておきの絵本セットがあります！！

『モーリー』 季刊 北海道新聞社 １９９７年７月創刊号より所蔵

１階児童カウンター横にバッグ絵本を用意しています。

＊北海道の自然、野性生物について写真やコラムで紹介していま

プチトマトバッグ（１０冊）

す。特にヒグマの特集では、近年増加する市街地での出没にどう対応
するか？など、地域密着の話題が豊富でわかりやすいです。写真も多く

①よちよちセット★０～１歳むけ

北海道の美しい自然に魅せられます。

『ねないこだれだ』『だっこだいすき』『ひょーん』ほか
②てくてくセット★２～３歳むけ

『モダンリビング』 隔月 ハースト婦人画報社（旧アシェット婦人

『きんぎょがにげた』『はらぺこあおむし』『バナナです』ほか

画報）２００７年５月号より所蔵

③ぐんぐんセット★４～５歳むけ
『いいからいいから』『みんなうんち』『ぶたのたね』ほか

大人気の絵本から昔話までバラエティ
豊かな絵本セットです。

④なでなでセット★弟や妹がこれから生まれる子ども
『ママのおなか』『おへそのあな』『いもうとだいすき』ほか

プチコーンバッグ（５冊）

＊家とインテリアのビジュアル雑誌です。新築住宅を検討している方、
家具や照明などに興味がある方にも人気です。豪邸紹介などもあり、憧
れの住空間を垣間見ることもできます。

『（小説）野性時代』 月刊 角川書店 ２００６年３月号より所蔵

＊はみがき、着替えなど幼児期の子どもの生活に関係する絵本が５冊
入っています。

＊桜庭一樹、冲方丁、海堂尊、あさのあつこ、三崎亜記などの人気作
家の連載が多いのが特徴です。文芸誌のなかでも若い読者層が好む、
スピード感あふれるエンターテイメント作品が読めます。

パパママからも

どなたでも借りる

延長もできます。

人気！

ことができます。

もう少し見たい

貸し出し好調
バッグの絵本

１枚のカードで
プチトマト１袋

ときには・・・
電話で手続き

『山と渓谷』 月刊 山と渓谷社 ２００７年４月号より所蔵
＊老舗の登山専門誌です。登山をするための体づくりの方法、縦走プ
ランの紹介、山でのマナーや新常識など。登山をはじめた方からベテラ
ンまで幅広い登山愛好者に親しまれています。山からの壮大な風景写
真もみどころのひとつ。山岳文学紹介もあり、まるごと山を楽しむ１冊で
す。

