今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その７１ ジュニア文芸 第３号 入賞・入選者決定！

【ジュニア文芸入選者】

ジュニア文芸 第３号は２月２４日発刊です。
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★テーマ別オススメ資料
【夜空ヲサンポ】

十勝管内の小学生から高校生までの若い世代を対象に募集した、ジュニア文芸作品の入賞・
入選者が決定しました。

☆

を発信しています。

【一年の計は元旦にあり】
★レファレンス最前線

今年は小説、童話、詩、短歌、俳句、戯曲の６分野に１３２名、１４８点の応募がありました。

【同時代の出来事】

入賞者
最優秀賞

小説「あの日の空は美しかった」

廣瀬華織さん （緑園中学校２年）

優 秀 賞

小説「夢を奏でる」

西山綾菜さん （帯広第一中学校３年）

戯曲「勇者の花」

田所希梨さん （豊成小学校６年）

詩

田所和士さん （豊成小学校５年）

「命」

入選者はこのほか、３７名のみなさんに決まりました。（図書館ＨＰにてご覧になれます）
みなさんの作品を収録したジュニア文芸第３号は、２０１３年２月２４日発刊です。
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若い世代の感性が光る作品が
多く寄せられました。
ジュニア文芸第３号を
お楽しみに！
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２０１３年、今年も１月４日（金）より開館です。

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!

みなさまにとって図書館が身近な存在で、楽しい場所と
なれますよう、職員一同、いっそうの努力をしていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
１月１０日（木）子ども図書館のつどいでは人形劇をお
楽しみください。１月１１日（金）ほねほねサイエンス授業
はどうぶつの骨を組み立てる理科研究です。（要申込）
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何かひとつでも習慣にしていることはありますか？節目に決意は新たにするものの、三日坊
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主で続けることができない方も多いと思います。新年を迎え、一年の抱負を思い描くこの時
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期。夢をかなえるには、日々の小さな習慣から。新しい習慣をとりいれてみませんか？
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夜空ヲサンポ

『生活習慣セラピー』 福田千晶；著
山海堂 ２階一般 請求記号（498.3 フ）

１月のカレンダー

女性なら誰しも１つは思い当たるような、心と身体のプチ不調やちょっとした悩み。

色のついている日は休館です。

この本では、あらゆる症状別に、生活習慣で改善するための方法を紹介しています。
ちょっとしたセルフケアを習慣にして毎日元気に過ごせたらいいですね。

冬は空気が冷たく、夜空の月や星がキレイに見える季節です。そんな季節にピッタリな本を集めました。美しい星空、オーロラの写
真を見ていると、自分の目で確かめたくなります。モコモコに着ぶくれして、ベランダやお庭にでてみませんか？ちゃんと準備をして夜

BOOK

空サンポにでかけるのもいいですね。街の明かりが届かない郊外で夜空を見上げるのも新鮮な感動がありますよ。
BOOK

『地球の夜』 シュテファン・ザイブ；編 原書房
２階浮世絵 請求記号（748 チ）

BOOK

ＫＫベストセラーズ ２階一般 請求記号（498.39 ヨ）
効率主義のミニマムライフは、実は脳を老化させる！？脳は意外にも「余計なこと」で

『オーロラ』 内野志織；著 毎日新聞社

活性化するのだそうです。この本には「大人も迷子になってみる」「店員の意見は聞かな

２階浮世絵 請求記号（748 ウ）

ヨーロッパやアジア・アフリカなど、世界各地によって見える

い」など、ちょっとユニークな習慣術も・・・試してみませんか？

オレンジやブルーなど、さまざまな表情を持つオーロラ。実は、

夜空・星空の景色は異なります。

寒い季節だけではなく、年間を通じてオーロラが発生することを

国際プロジェクト“The World at Night”に参加した３０名のフォ

BOOK

最近、運動効果が見直され、密かなブームともなったラジオ体操。動きごとにポイント

年にもわたりフィルムで撮影した写真集。

この本を読めば世界旅行をした気分を味わえることでしょう。

夜空の星をキレイに写真に撮りたい！！けど上手くいかな

て取り入れてみてはいかがでしょうか。

『すごい夜空の見つけかた』 林完次；著 草思社
BOOK

２階浮世絵 請求記号（748 ハ）

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（442 コ）
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が解説されているので、意識してやると効果が倍増しそうです。健康のための習慣とし
BOOK

『星空がもっと好きになる』 駒井仁南子；著

『「ラジオ体操」でからだが若返る！』 湯浅影元；監修
洋泉社 ２階一般 請求記号（781.4 ラ）

ご存知ですか？その神秘的な美しい色にこだわり、撮影期間１０

トグラファーが撮影した美しい写真１３３点を収めた写真集。

BOOK

『脳がよろこぶ「新」習慣術』 米山公啓；著

夕暮れ・月夜・星空の３章からなる１冊。夕暮れから夜明けまで

『ｉＰｈｏｎｅ英語勉強法』 松本秀幸；著
日本実業出版社 ２階一般 請求記号（830.7 マ）

い…。星を見るのにベストな条件は？星などに関する疑問が

の空の表情の変化を楽しむことができます。また、月や星の写真と

スッキリ解決！女性にわかりやすい写真やイラストを用いて、

ともに、名前の由来などをわかりやすく解説してくれます。

で世界とつながる方法や、アプリを活用してスキマ時間に楽しく英語を取り入れる方法が

星座や星空の楽しみ方を教えてくれる１冊です。

この本を見ると、なぜか夜空を見たくなる･・・。そんな写真集です。

紹介されています。

今年のＮＨＫ大河ドラマは、新島
八重さん。幕末の会津藩に生ま

BOOK

『新島八重その生涯』 不破俊輔；著
明日香出版社 １階新着 請求記号（913.6 フワ）

BOOK

iPhone を利用した、最新の英語学習法が多数紹介されています。Twitter や Facebook

『増補改訂 新島八重と夫、襄』 早川廣中・本井康

BOOK

博；共著 思文閣出版 ２階一般 請求記号（289.1 ニ）

『新島八重 愛と闘いの生涯』 吉海直人：著
角川学芸出版 ２階一般 請求記号（289.1 ニ）

れ、戊辰戦争の銃撃戦に男装で参

八重の生涯については書き残されていること

生まれ育った会津での山本八重子、のちの京都で

加しました。日清・日露戦争で篤志

が少なく謎に包まれています。しかし、家族が残

の新島八重。同じ人物でありながら、生き方が違う様

当時の世の中の動き女性像などを紹介することで、八

看護婦も務めた女性です。

した日記や手紙、戊辰戦争で共に籠城した女性

子を白虎隊記念館の館長と同志社大学の教授が対談

重のハンサムウーマンぶりを描き出しています。巻末

夫に「ハンサムガール」と言われた

たちが語る言葉から、八重の生涯を浮かび上が

形式で解き明かしていきます。二人の研究者がたくさ

に参考資料が丁寧に記されています。八重研究の基

彼女の生涯をひと足先に予習！

らせた本です。

んの資料をわかりやすく解説しながらまとめられた本。

礎資料としても役立ちそうです。

BOOK

『幕末銃姫伝』 藤本ひとみ；著 中央公論新社
１階文学１ 請求記号（913.6 フジモ）

BOOK

『会津戦争全史』 星亮一；著
講談社 ２階一般 請求記号（210.61 ホ）

八重に関する資料を徹底的に調べた１冊です。

BOOK

『これならわかる東北の歴史Ｑ＆Ａ』 一戸富士雄
ほか；著 大月書店 ２階一般 請求記号（212 イ）

八重の生い立ちから戊辰戦争までを描いてい

八重の生涯で特筆される会津戦争。籠城戦や白虎

東北地方の歴史を三内丸山の縄文時代から、現代ま

ます。裁縫や作法が苦手で、女性らしい振る舞

隊などを思い出す方も多いと思います。なぜ、若い命

でを豊富な図版とやさしい解説で紹介しています。民衆

いよりは、家芸であった銃や体力に自信があっ

が散らなければいけなかったのか？東北を巻き込んで

と明治維新の章では虎隊が解説されています。東北の

た八重の苦悩、会津藩が戦に向かう不穏な空気

の戦争の悲劇を幕末の会津を研究し続けた著者が記

歴史や文化について知る入門書として読めます。幅広

を山本兄妹を中心に描いた作品です。

します。

い内容のため旅行に行く前の１冊にも使えそうです。

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）

●日本と世界の歴史を並べてみることができる年表のようなものはあるか？
例えば、日本が江戸時代のころ、海外ではどんな出来事があったのかを見たい。
○この質問は年に数回受けることがあります。
同時に対比してみることができる資料としてはこのようなものがあります。

203.2 レ 『図解比べてみるとよくわかる！日本史と世界史並列年表』 ＰＨＰ研究所
＊年表と出来事解説が中心の資料です。大きな文字で図版も多く、歴史の流れがわかります。

210.03 コ 『日本史年表・地図』 吉川弘文館
＊高校の参考書のように短く事実を記している上級編のテキストです。

210.1 ミ 『日本史＆世界史が同時にわかる本』 三笠書房
＊地図を効果的に使用しながら、「見てわかる！」を大事にした構成です。受験勉強に最適かも。

210.1 レ 『総図解よく分かる日本史＆世界史 同時代比較年表』 新人物往来社
＊色分けされた年表がとても見やすく、わかりやすいデザインになっています。歴史が苦手な方でも
挑戦できそうです。しかし、漢字ルビがないため読みが難しい・・・こともあります。
○ちなみに、同い年に生まれた人を知りたいという質問もたまにあります。
例えば、１９○○年生まれの有名人を知りたい・・・・・など。
そんなときには・・・。この２冊がおすすめです。誕生日から探していきます。

280.4 ク 『「同級生」で読む日本史・世界史』 （光文社新書） 光文社
280.4 ク 『同い年事典１９００～２００８』（新潮新書） 新潮社

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その４３
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『夢の丸太小屋に暮らす』『ユリイカ』『用水と廃水』『ＬＥＥ（リー）』
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。

『夢の丸太小屋に暮らす』 隔月 地球丸 １９９１年５月号より所蔵
＊丸太小屋（ログハウス）の専門誌です。一度は、住んでみたいと憧
れている方も多いのではないでしょうか？木の温もりや別荘地のイメー
ジからか、丸太小屋では時間がゆっくりと流れる余裕のようなものまで
得られるような気がしてしまいます。

『ユリイカ』 月刊 青土社 １９９１年５月号より所蔵
＊詩や批評を中心に文学、思想、サブカルチャー、オタクなど、毎月
１テーマを濃く特集する雑誌です。現代詩の新人発掘に力を注いでお
り、投稿コーナーも人気があります。ちなみに「ユリイカ」は「われ、発見
せり」という意味を持つそうです。

『用水と廃水』 月刊 産業用水調査会 ２００６年２月号より所蔵
＊昭和３４（１９５９）年４月創刊という老舗の専門誌です。上下水道処
理、産業用排水処理など、水環境に関わる、投稿論文を中心に構成さ
れています。長い歴史ながらも、常に最新技術の情報を届けようという
姿勢が読者に喜ばれています。

２０１３年から１００年前、１９１３年（大正２年）生まれの同級生は・・・
★リチャード・ニクソン（第３７代・アメリカ大統領）★ 森繁久彌（俳優）
★アルベール・カミュ（『異邦人』フランスの作家）★ロバート・キャパ（ハンガリーの写真家）

『ＬＥＥ（リー）』 月刊 集英社 ２０１０年４月号より所蔵
＊２０代後半の女性をターゲットにした、ライフスタイル雑誌です。ファ

★新美南吉（『ごんぎつね』の児童文学者）★中原淳一（挿絵画家）

ッションから料理まで幅広い内容のため、読み飽きることのない定番の

★織田作之助（『夫婦善哉』が有名）などなど

強さで人気があります。

