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７５ 蔵書点検のお知らせ

【蔵書点検休館】

蔵書点検のため休館させていただきます。
５月２４日（金）～３１日（金）

★テーマ別オススメ資料
【ニュースな言葉】
【彩りゆたかなお花の世界】

＊３１日（金）は月末整理日休館
帯広市図書館では、毎年５月に蔵書点検を実施しています。蔵書点検とは、図書館内すべての資
料を１点ずつ確認する作業です。
現在、図書館には４５万点を超える資料があり、館内ＯＰＡＣやＷＥＢから資料の所在を確認するこ

★図書館をもっと身近に暮らしの
なかに

【所蔵新聞が増えました！】

とができます。資料が正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がないか、職員
全員で点検します。期間中はご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いしま
す。
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★色がついている日は休館です★

移動図書館バス「なうまん号」は通常通りの運行です。
図書の返却には、２か所の「返本ポスト」をご利用ください。
（ＤＶＤ・ビデオ・ＣＤは破損の恐れがありますので、ご遠慮ください）

★返本ポスト
資料の返却が
できます。
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新年度を迎え新しい環境で生活をスタートさせた方も

よむ☆トショ

そろそろ慣れてきたころでしょうか。
図書館にもはじめて利用されるお客様が増えています。何
かわからない点がありましたら、お気軽にご相談ください。
内容により大きくわけると・・・

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

本の貸出・返却・ＡＶブース利用→１階カウンター
資料についての相談・ネット利用→２階カウンター
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▲▽▲▽▲彩りゆたかにお花の世界▲▽▲▽
春らしい陽気になると、利用が増えにぎわうのが、ガーデニングや家庭菜園のコーナーで
す。庭に花がある風景は気持ちが明るくなります。手塩にかけたからこその充実感も魅力のう
ちです。庭園の花だけでなく、生活に彩りを添えてくれる花の世界を垣間みることのできる資
料集めました。
BOOK

『よくわかる花の寄せ植え』 川原田邦彦；監修
日東書院本社 ２階一般 請求記号（627.83 ヨ）

５月のカレンダー

イベント参加申し込み→３階事務室

ニュースな言葉
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鉢やコンテナにいくつかの花を組み合わせる寄せ植え。小さなスペースでもミニ

色のついている日は休館です。

ガーデンのような華やぎが感じられます。この本では、寄せ植えに向く植物を紹介し
ながら栽培管理方法、センスの良い組み合わせを提案しています。

テレビや新聞で報道されるニュース。日々変化していく社会情勢を伝えていますが、理解を深め自分の考えを持つにいたるには難
しいと感じることがあります。池上彰さんのニュース解説本に人気があるように、背景や語句を知ることができれば、もっと政治や経
済に関心を持つことができるのではないでしょうか。
BOOK

『今がわかる最新時事用語 ２０１４年版』

『あなたに贈る花ことば』 若菜晃子；著
ピエ・ブックス ２階一般 請求記号（627 ワ）

BOOK

神話や故事に由来する花ことば。人間と花の長い歴史から生まれてきた物語を

『（月刊雑誌）ニュースがわかる』

秘めています。花を贈るとき、好きな花に関心を寄せる時、この本が役に立つでしょ

毎日新聞社 １階児童コーナー ２０１２年４月号より所蔵

成美堂出版社 ２階一般 請求記号（814.7 イ）

う。美しい写真とともに想像や物語をふくらませてください。

１０歳からのニュース学習誌として、子どもたちにも身近な事柄

毎年１２月に出版されるニュースキーワード解説本です。こ

BOOK

BOOK

の出版社のものは、幅広いジャンルを取り上げ、ビジュアル

をわかりやすく解説しています。やさしい言葉で伝えることに配

重視タイプです。社会人の一般常識、就活、入試に使え、短

慮した内容です。ＰＭ２．５、ロシア隕石、歌舞伎座開場の話題、

時間でわかるので人気です。

もっと調べるための参考書やＷＥＢも紹介されています。

BOOK

『果実酒、花酒、薬用酒ＢＯＯK １８３種』 藤巻あつこ；著
グラフ社 １階生活 請求記号（596.7 フ）
果実酒を仕込むのを例年の楽しみにしている方も多いことでしょう。花びらを漬け
込む花酒があるのをご存じですか？花の香りを封じ込めたお酒は、ハーブティー同

BOOK

『池上彰の学べるニュース １～６』 池上彰；著

様香りを楽しみリラックス効果が期待されます。リラックスは免疫力アップ！！

『現代用語の基礎知識 ２０１３』
自由国民社 ２階カウンター 請求記号（R031 ゲ）

海竜社 ２階一般 請求記号（304 イ 1-6）
この方の登場でニュースや政治・経済・社会情勢をより知りた

イミダスや知恵蔵など用語解説本が年刊として数種類発行され

くなったという方もいるのではないでしょうか。自分の意見を声

ていましたが、現在では『現代用語の基礎知識』だけになってしま

高に主張しない部分、事実をわかりやすく説明する技術が受け

いました。創刊６５周年を誇る知識の塊をじっくりと読むのも楽しい

入れられる要因でしょう。最新刊６巻は領土問題を取り上げて

と思います。

BOOK

『わたしは菊人形バンザイ研究者』 川井ゆう；著
新宿書房 ２階一般 請求記号（627.9 カ）
菊人形の歴史や技術に魅せられ研究を続けついには学位まで取得した著者の菊
人形愛がたっぷりの１冊です。１１月に開催される「おびひろ菊まつり」。会場を埋め
尽くす菊の美しさと厳かな香りに背筋が伸びるような凛とした気持ちになります。

います。テレビ番組のガイドとしても役立ちます。

★ 有川浩★特集
★
読 この春、メディアで話題もちきりの
む 有川浩（ありかわひろ）さん（女性作
家）の作品を紹介します。
な 映画やドラマの原作を読んでから、
ら 映像を見るのもおもしろいのでは？
今
で
し
ょ
！
★
★

BOOK

BOOK

『図書館戦争』 有川浩；著 メディアワークス
１階文学１ 請求記号（913.6 アリカ）

BOOK

『空飛ぶ広報室』 有川浩；著

BOOK

幻冬舎 １階文学１ 請求記号（913.6 アリカ）

『県庁おもてなし課』 有川浩；著
角川書店 １階文学１ 請求記号（913.6 アリカ）

マンガ、アニメからついに実写映画化。言論

自衛官の憧れブルーインパルスパイロット候補生の

高知出身の有川さんに県庁から観光大使の依頼が

弾圧の世界で本を守りたいと図書隊で銃を取る

空井は不慮の事故で空を飛べなくなり、広報室配属と

きたことで生まれた作品。前半は辛辣なシーンが多く

主人公笠原郁に榮倉奈々、見守り共に戦う上官

なる。居場所を探しながら迷う日々、個性豊かな群像

めげそうになりますが、成長していくおもてなし課を応

に岡田准一。原作小説は別冊含めシリーズ６

劇。書籍化にあたり書き加えられた３．１１で被災した

援する気持ちが湧いてきます。高知観光ガイドにも最

冊。本好きなら、熱くまっすぐな気持ちに共感。

松島基地の章は涙なしには読めません。ドラマ放映中

適。錦戸亮主演で映画化され、５月１１日封切です。

『フリーター、家を買う。』 有川浩；著
幻冬舎 １階文学１ 請求記号（913.6 アリカ）

BOOK

『阪急電車』 有川浩；著
幻冬舎 １階文学１ 請求記号（913.6 アリカ）

BOOK

『旅猫リポート』 有川浩；著
文藝春秋 １階文学１ 請求記号（913.6 アリカ）

二宮和也主演にてドラマ化されました。３カ月

阪急電車の車内で交差する、悩みを抱えた人たちの

有川浩得意のどんでん返しパターンの物語。とある

で仕事を辞めフリーターになったため厳格な父と

小さなおはなし。読者だけがわかるリンクにドキドキし

事情で猫と暮らせなくなった青年が、猫の受け入れ先

は対立。就活もうまく行かない、そんなとき母が

ながら爽快なラストにすっきりします。どの人にも物語

候補の友人たちを訪ねて旅をします。青年はなぜ、猫

うつ病になり症状は悪化していく。戸惑いながら

がある。という有川浩さんの優しい眼差しがほっこりさ

を手放すことになったのか？理由が解明されたとき、

も家族を再生しようと苦闘する誠治の物語。

せてくれます。中谷美紀主演で映画化されています。

切なさに胸がつまります。舞台化作品。

その２の段

帯広市図書館活用編
新聞であちこち日本旅行

©紀伊国屋書店新宿本店

「続きが気になる本。
」ございます。
つい、続きを読みたくなるような書き出しを紹介していきます。

所蔵新聞が増えました！

「ほんのまくら」というのは、「書き出し＝まくら」に見立て紀伊国屋書店
で展開している読書フェアのアイディアを参考にしています。

紙名

発行地

旅行に行く直前に天気予報

十勝毎日新聞

帯広市

を確認したり、出身地の話

北海道新聞(朝・夕）

札幌市

題を見たり・・・。

若い女の生きる道は、ばあさんライフよりきついのだ。

河北新報

仙台市

みなさんが広い情報を得ら

というのは、ばあさんのひがみが言わせる嫌みだがね。

福島民報

福島市

れることを願っています。

福島民友新聞

福島市

東京新聞

東京都

専業主婦だし子供もいないから、何もしないというわけにいかな

中日新聞

名古屋市

い。でも「流行っているから」とか「友だちに誘われたから」という

中国新聞

広島市

西日本新聞

福岡市

琉球新報

那覇市

③ 春学期が半分すぎたころ。転校生がやってきた。名前はジェ

朝日新聞

全国紙

ニーン。顔には二本の傷あとが、目の下から口元までのびてい

産経新聞

全国紙

る。事故でついた傷でもないし、生まれつきでもない、ましてだ

毎日新聞

全国紙

れかに傷つけられたわけでもない。

読売新聞

全国紙

日本経済新聞

全国紙

主な所蔵新聞

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●

① ① 女たちよ、覚悟せよ。ばあさんライフはしんどいぞ。

② 袴田伽耶は習い事を習い散らかすタイプではなかった。

理由でとびついたりしない。

④ ひとの記憶は何処まで遡れるのか、誰かに問うて確かめたこと
はない。ただ、齢五つのときに見た情景は、後々までもあいの
胸に残り、折に触れて思い出される。

このほかにも、北海道建設新聞／日刊工業新聞／日本食糧新聞／日経流通新聞など３０紙を超える
新聞を閲覧することができます。過去の新聞をご覧になりたい場合は、保存年限が異なりますのでお問合

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

せください。（十勝毎日新聞・北海道新聞は２階地域資料コーナーに保存しています）

①『心配しないで、モンスター』 平 安寿子 幻冬舎 913.6 タイラ

英字新聞を譲ってほしいという要望が多く寄せられます。保存年限が切れたものに限り、年１回開催の
リサイク市にて譲渡していますのでこちらをご利用ください。

②『それを愛とまちがえるから』 井上荒野 中央公論新社 913.6 イノウ
③『あの雲を追いかけて』 アレックス・シアラー 竹書房 Ｙ933 シ
④『あい 永遠に在り』 高田 郁 角川春樹事務所 913.6 タカダ

