今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その１１２ 第５８回 こどもの読書週間

第５８回 こどもの読書週間事業
四角い本に まあるい心

を発信しています。

【こどもの読書週間】
★テーマ別オススメ資料
【あなたのお名前は？】
【大人絵本】

子どもたちにもっと本を！との願いから、「こどもの読書週間」は１９５９年（昭和３４年）に、
はじまりました。もともとは、５月５日の「こどもの日」を中心とした２週間（５月１日～１４日）でし
たが、２０００年より、今の４月２３日（世界本の日・子ども読書の日）～５月１２日になりました。
図書館でも１階こどもの本の森で絵本を展示、貸し出ししています。親子で読書に親しむ
イベントもあります。みなさんでご来場ください。

スペシャルおはなし会
５月１日（日） １１：００～１２：００
図書館友の会おひさまのみなさんによる
おはなし会。かみしばいやエプロンシアター
手遊びなどをおこないます。

親子で行く
図書館の書庫探検ツアー
５月５日（木・祝） １０：３０～１１：４０
ふだんは入ることのできない図書館の
裏側や書庫にご案内します。

★調べてみよう・レファレンス

【過去の新聞の調べ方】

おばけ・ようかいクイズ大会
５月４日（水・祝） １０：３０～１１：３０
小学生を対象にしたクイズ大会と
こわいはなしのおはなし会です。

こども映画会
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５月８日（日） １４：００～１５：４０
「ムーミン パペットアニメーション
ムーミンママの巻」
楽しいムーミン谷のなかまたちが
大活躍する映画です。

すべてのイベント共通
場所 １階 多目的視聴覚室
入場無料／申込不要（当日受付）
お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館
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図書館２階・３階のテラスも５月から開放をはじめました。

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!

心地よい風を感じながら読書が楽しめます。
５月２６日（木）～６月１日（水）まで、蔵書点検のため休館い
たします。５０万点近い資料を１点、１点、職員総出で点検し
ます。そのため５月１０日（火）～２５日（水）のあいだ、資料
の貸出上限を１５冊、期間を３週間に拡大してご利用いただ
けます。
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あなたのお名前は？
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☆ ★ ☆ ★ 大 人 絵 本 ★ ☆ ★ ☆
「自分で文字が読めるようになったら絵本は卒業」と思っていません
か？美しい絵に、深い言葉が綴られた絵本がたくさんあります。経験を重
ねたからこそ、子ども時代とは違う味わい方があります。たまには、じっく
り絵を細部まで読むのんびり読書もおすすめです。
BOOK

平凡社 ２階一般 請求記号（726.6 イ）

５月のカレンダー

１３歳までを北海道で過ごした伊勢英子さんの原点は、画家である父親がキャンバス

色のついている日は休館です。

に向かう背中と自然溢れる大地でした。私たちにとって馴染ある風景と木々たちが紡ぐ

どんなものにも名前があります。名前がないものは対象を認識することができないため、まず、最初に名前をつけます。今月は、人名、地
■□
名、物の名前など、古今東西の名前に関する本を集めました。自分の名字や名前を調べたり、知識を深めるために役立ちます。語彙を増や
すためにもおすすめです。名前と事柄が一致すると小説やエッセイを読むのがもっともっと楽しくなります。
BOOK

『名づけの民俗学』 田中宣一；著

BOOK

BOOK

だからですが、この本では、古来の名づけの秘密や地名や人名

大人になってほしいかの願いを込めて名前が贈られます。この

がどのように命名されてきたかを民俗学的に解明しています。さ

本では、漢字の意味を解説しながら、縁起のいい言葉が探せる

まざま命名に込められた意味をしると名前に愛着がわきます。

ように名前の例も紹介されています。

『 あ な たの 知 らな い北 海 道 ・ 東 北 地方 の 名 字 の秘 密 』
森岡浩；著 洋泉社 ２階一般 請求記号（288.1 モ）
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BOOK

日東書院 ２階一般 請求記号（031.8 モ）

四国地方の歴史が集積された謎、名字の由来を秘めた家のこと

明しなくても〇〇〇は、と共通理解に役立ちます。細かなパーツま

がわかります。自分の名字のことを知りたい方、自分史や家系

で名前があるものはすべて図解されています。英文も表記されて

図を調べている方、必見です。

いるので、思わぬ場面で雑学が発揮されるかも・・・。

入園にはお得な年間パスポートや
３園館共通券があります。
BOOK

『ナイアガラの女王』 Ｃ．Ｖ．オールズバーグ；作 江國香織；訳
河出書房新社 ２階一般 請求記号（726.6 バ）

女がなぜ、滝くだりに挑戦したのか、その謎を丁寧に絵本にしました。

す。「うーんと、あのアレ、ちょっとまるっぽいやつで・・・」なんて説

なさんの来園を待っています。

BOOK

『モノの呼び名事典』

解説した本です。北海道をルーツにした名字はなく、東北・北陸・

ラシなど、たくさんの動物たちがみ

妙な語り口で展開しています。懐かしいと感じる世代の方にせひ、読んでほしい１冊。

す。いまだかつて前人未到の女性の成功者です。マナー教室の上品な教師であった彼

北海道で一番多い名字は佐藤さん。名字の由来を歴史的に

クグマやアムールトラ、ゴマフアザ

説。小学生たちの間でひそやかに大胆に飛び交ったうわさを不思議な雰囲気の絵と軽

１９０１年、ナイアガラの滝から頑丈な樽に入った６２歳の女性が滝くだりに成功しま

いろいろなモノの名前を知っていると何かと理解が早く便利で

開園します。動物園には、ホッキョ

『ろじうらの伝説』 柳家喬太郎；作 ハダタカヒト；絵 ばばけんいち;編
落語家 柳家喬太郎の新作落語を絵本にしました。昭和の時代に流行した都市伝

『すてきな漢字に出あえる赤ちゃんの名づけ事典』

なぜ、名前が必要なのか。問うまでもなく、名前がないと不便

BOOK

BOOK

あかね書房 １階児童 請求記号（Ｅ ハバ）

両親から最初にプレゼントされる名前、健やかな成長をどんな

おびひろ動物園は４月２９日から

朴訥な言葉。伊勢さんの目を通して木々と言葉を交わすように読んでください。

大修館書店 ２階一般 請求記号（148.3 ス）

吉川弘文館 ２階一般 請求記号（380.1 タ）

『わたしの木、こころの木』 いせひでこ；著

『しろくまミルク』
ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２階一般 請求記号（489.57 シ）

BOOK

BOOK

『かがみのなか（怪談えほん）』 恩田陸；作 樋口佳絵；絵 東雅夫；編
岩崎書店 １階ＹＡ 請求記号（Ｙ726 オ）
人気の作家が書き下ろす現代の怪談えほん。恩田陸さんは日常に潜む怖さを樋口さ
んの絵の助けを借りて描き出します。怖いけど見たい。という気持ちに寄り添い、少しだけ
温かみのある絵を安心と思うか、更なる恐怖と思うかは・・・あなたしだいです。

『もしもあの動物と暮らしたら！？』 小菅正夫；著
新星出版社 ２階一般 請求記号（480.76 コ）

BOOK

『骨格とプロポーションからとらえる動物デッサン』 岡本
泰子；著 誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（725 オ）

「人みたいなシロクマ」として話題の釧路市動物

動物園に行ったら、誰しも夢見る「あの動物が家にも

毎年６月、動物園では動物画写生コンクールが開催

園のミルク。まっしろなもふもふの毛もかわいいの

いたら・・・」を現実的に考えた１冊。旭山動物園の小菅

され、迫力のある力作が揃います。動物は動き回るか

ですが、なによりその姿がキュートです。ミルクの写

元園長さんが丁寧に解説します。飼育条件や価格、寿

ら描くのがちょっと大変、ちょっと苦手と感じている方は

真集で気持ちを高めて釧路まで会いに行ってはど

命まで、想像もつかないことばかりで驚きます。なん

デッサンからはじめてみてはいかがでしょう。動物スケッ

うでしょう。

と、ゾウは１日に１５０キロの餌を食べるそうです

チのコツがたくさん紹介されています。

『生きものの持ちかた』 松橋利光；著
大和書房 ２階一般 請求記号（480.4 マ）
おびひろ動物園には、モルモットやウサギと直接

BOOK

『とびます！ とびます！』
パイインターナショナル ２階一般 請求記号（480 ト）
見ているだけで楽しい飛ぶ写真集。さまざまな動物が

BOOK

『おびひろ動物園五十年史』
帯広市 ２階一般 請求記号（480.76 オ）
平成２５年（２０１３）、おびひろ動物園は５０周年を迎

ふれあえる「ちびっこふぁーむ」があります。動物た

跳躍している姿に、気持ちもなんだか浮き立ちます。

えました。動物園の歴史や役割をまとめた記念誌で

ちの抱き方を知っていると安心して命を抱きしめる

「えっ、この動物ってこんなにジャンブするの！？」と驚

す。昭和３８年（１９６３）の開園以来の貴重な写真が満

ことができます。この本で、生き物の持ち方を調べ

きの姿もあります。動物園にいるあの子やその子も登

載です。どの世代の方にも懐かしの動物や思い出があ

てから行くとお子さんの自信につながります。

場します。本物と見比べてみてください。

ることでしょう。

その 38 の段

レファレンス（reference）

©紀伊国屋書店新宿本店

参考・参照図書・問い合わせ・照会
図書館で調べものをするとき、司書はどんな手順で調べるのか公開します。

リファレンスともいう（『imidas』より）

「続きが気になる本。」ございます。

調べる方法を紹介していきますので、参考になれば・・・と思います。

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。
物語をどんな言葉で始めるのか・・・、作家はとても悩むのでしょうね。

質問 過去の新聞記事を調べる（北海道新聞・十勝毎日新聞編）

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

こちらの２紙はお問い合せが多い事例です。原紙の状態により紙面の保存方法が違います。
複写も可能ですが、古いものは紙面の状態により鮮明に印字できない場合もあります。

①圭祐が初めてタイムスリップに挑んだのは、吐く息が白くなりはじ
めたころ。三十四歳の十一月末だった。都内の住宅街にのびる

北海道新聞 所蔵 昭和２０年８月１８日～現在まで
昭和２０年（１９４５）８月１８日－昭和３９年（１９６４）１２月３１日
昭和４０年（１９６５）１月 １日－昭和６３年（１９８８）１２月３１日
平成 １年（１９８９）１月 １日－平成２６年（２００４）１２月３１日
平成２７年（２０１５）１月 １日－平成２８年 現在

長い長い坂道を、自転車でうしろむきにくだっていけば、時間を

ＤＶＤ－Ｒ◆
マイクロフィルム
パソコンデータ◆
原紙◆

十勝毎日新聞 所蔵 昭和２７年７月１日～現在まで
昭和２７年（１９５２）１月 １日－昭和３４年（１９５９）１２月３１日 パソコンデータ◆
昭和３５年（１９６０）１月 １日－昭和５６年（１９８０）１２月３１日 マイクロフィルム
昭和５７年（１９８１）１月 １日－平成１７年（２００５） ３月３１日 縮刷版◆
平成１７年（２００５）４月 １日－平成２８年（２０１６） ３月３１日 パソコンデジタルデータ◆
平成２８年（２０１６）４月 １日－平成２８年 現在

遡れる。
②ドンペリをラッパ飲みしていた。
口から零れたドンペリの雫を手の甲で拭う。真夜中・・・・・・。
③静助さん、というご先祖さまについて、わたしが初めて耳にしたの
は、いつだったか。
遥か昔。
祖父の葬式か、あるいは誰かの法事か。

原紙◆
④網目模様の海面から顔を出し、砂浜を見るとぱちこが座ってい

新聞記事の検索について（◆マークの付いている時期は検索ができます）
探したい新聞の掲載時期により、検索方法が異なります。図書館独自で作成しているものは、記

た。今日も来ている。いつもの光景には奇妙な安心感があった。
海から出て太陽に灼かれた砂の上を歩く。体が重い。

事の見出しをキーワード検索ができます。新聞社が運営しているデータベースでは、見出し・記事
内検索ができます。

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

新聞記事を調査する場合、【いつごろ、どんな事柄か】が判明しているとスムーズですが、わからな

①『ペンギンのバタフライ』 中山智幸 ＰＨＰ研究所 913.6 ナカヤ

い場合は別の方法などで、まず時期を判明させてから記事を調べていきます。

②『作家で十年いきのびる方法』 鯨統一郎 光文社 913.6 クジラ

２階カウンターでお客様と相談しながら資料調査をお手伝いします。

③『空に牡丹』 大島真寿美 小学館 913.6 オオシ
④『カプセルフィッシュ』 大西智子 光文社 913.6 オオニ

