今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その１１４ 夏休み文章教室・受講者募集

とかちジュニア文芸

詩教室

日
対
講
講

夏休み文章教室
時：７月３０日（土） 10：15～12：15
象：小学生・中学生
師：山﨑 靖恵先生（音更町立共栄中学校教諭）
師：渡邉美穂子先生（帯広市緑丘小学校教諭）

持ち物：筆記具・ノート・自分でつくった詩を１作品

小説・童話教室

日
対
講
講

を発信しています。

【夏休み文章教室】
★テーマ別オススメ資料
【ピクニックに行こう！】
【天体観測】
★調べてみよう・レファレンス

【児童詩誌「サイロ」について】

時：７月３０日（土） 13：30～15：30
象：小学４～６年生・中学生
師：豊田利一先生（芽室町立芽室西中学校校長）
師：川上裕明先生（帯広市立緑丘小学校教頭）

持ち物：筆記具・ノート

短歌・俳句教室

日 時：７月３１日（日） 10：15～12：15
対 象：小学４～６年生・中学生
短歌講師：吉田真弓先生（短歌「辛夷」編集発行人）
俳句講師：髙松忠信先生（「道」俳句会同人）
持ち物：筆記具・自分でつくった短歌、俳句をそれぞれ
３作品（Ａ４用紙に書いてきてください）
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①受講は無料ですが、事前申し込みが必要です。申込受付は７月 1 日（金）～２０日（水）
②各教室定員２０名（定員になりしだいしめきります）
③場所は帯広市図書館１階研修室／３階会議室
★「とかちジュニア文芸」第７号の作品募集も８月２日からはじまります。
詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

申込み・お問合わせ

帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館

日 月 火 水 木 金 土

雨天が続いた６月でしたが、７月になり気温も天気も夏ら

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!

しくなってきました。図書館１階ロビーには屋上に設置され
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ている太陽光発電の数値を示すパネルがあります。晴天の
日には、数値がぐんぐん上がっていく様子を見ることができ
ます。夏休みの宿題や自由研究の準備には、図書館の資
料や文章教室を使ってサクサク終わらせてしまいましょう。
２階には無料のインターネットコーナーもあります。
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ピクニックに行こう！
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で星空について、興味を持つお子さんも多いと思います。夜の観測や天
体望遠鏡の扱いなど、大人のお手伝いが欠かせない場面だからこそ、親
子で一緒に時間を共有してみてはいかがでしょう。
BOOK

『パリの晴れごはん』 多田千香子；著

BOOK

本ではデジタル一眼と三脚さえあれば撮影できるという驚きの方法が紹介されていま

BOOK
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めた一冊です。いつもの食材をパパッとおしゃれな一品に

てアウトドアに飛び出しました！誰でもすぐに自然と仲良く

大変身させれば、あとはワインやチーズを詰めて準備完

なれるヒントに加え、カラフルなウェアやピクニックグッズな

了！さっそく青空の下で乾杯しましょう。

どが紹介され、いますぐお出かけしたくなります。

『白樺かごのある暮らし』 菅野美貴；著

BOOK

主婦の友社 ２階一般 請求記号（754.6 カ）

世界文化社 ２階一般 請求記号（471.1 カ）

おいしいお弁当やおやつがたっぷり用意できたら、素敵

散策中にふと見つけた木の実。きれいな色やおもしろい

なバスケットがほしくなるはず。十勝の自然にピッタリな白

形のものなど呼び名がわかれば、さらに親しみがわきます。

樺のかごはいかがですか？蓋つきの容器は、お弁当箱や

名前の由来や花の写真も紹介されているので、あなたもす

カトラリーケースとしても使うことができます。

ぐに「木の実博士」になれそうです。

BOOK

ロウ；著 青土社 ２階一般 請求記号（780.4 バ）

BOOK

ラを観察しに行きたい人はもちろん、オーロラって何だろうと思う人もとても参考になる
本です。オーロラを理解し、観察し、撮影するまでの過程がわかりやすく書かれていま
BOOK

す

『ポケット天文検定』 渡辺勝巳；監修
ほるぷ出版 １階児童 請求記号（44 ポ）
宇宙、地球、太陽などについて１００問掲載されています。すべて基本的な天文に関
する問題です。子ども向けの図書ですが大人も楽しみながら読むことができるので、子

『木の実の呼び名事典』 亀田龍吉；写真／文

『数字でわかるオリンピック１００の謎』 ジョン・Ｄ・バ

『オーロラ 世界で一番美しい光』 ブレッケ，Ｐ；文 ブルムズ，Ｆ；写真
１度は「神秘的なオーロラを見たい！」と思ったことがありませんか。この本はオーロ

『デイリーアウトドア』 四角友里；著

ピクニックが大好きなパリジェンヌたちの簡単レシピを集

BOOK

BOOK

佐藤博厚；訳 山と渓谷社 ２階一般 請求記（450.75 ブ）

もともとは超インドア派だった著者が、ある日勇気をだし

８月５日から第３１回オリンピック競
技大会（2016 リオデジャネイロ）が
始まります。テレビ観戦の前にルー
ルの確認や知っておくとより魅力が
増す情報が満載の本を紹介します。

す。星空に興味がある人はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

メディアファクトリー ２階一般 請求記号（786 ヨ）

風鳴舎 １階生活 請求記号（596.23 タ）

２階一般 請求記（442.7 タ）

星空を撮影するのは専用のカメラが必要で難しそうだと思うかもしれませんが、この

そ さあ、７月です、外遊びには絶好の季節になりました。おいしいものをたくさん用意して家族や友達と出かけましょう。バーベキューやお弁

BOOK

『驚きの星空撮影法 デジタル一眼と三脚だけでここまで写る！』
谷川正夫；著 地人書館

色のついている日は休館です。

な自然に親しむのにお役立ちの本もありますよ。少しだけ非日常の演出を凝らして、思いっきり遊びましょう。

☆★☆★☆★

夏休みの夜、キャンプをしながら空を見上げたことや科学体験施設など

７月のカレンダー

当、アウトドア料理を協力して作ればいつもよりおいしくて楽しい気分になります。行先は近所の公園もよし、ちょっぴり遠出してもよし。身近

天体観測

どもと一緒に問題を出し合って読むのもいいかもしれません。
BOOK

『月の満ちかけ絵本』 大枝史郎；文 佐藤みき；絵
あすなろ書房 １階児童 請求記号（44.6 オ）
１日目～２９日目までの月の動きと見え方が、イラストとともにわかりやすく説明され
ています。昔の人が月を見て時の流れを数えていたことがよくわかります。月について
普段あまり考えた事のなかったことがたくさん書かれている楽しい月の本です。

『スポーツに恋して』 篠原美也子；著
花伝社 ２階一般 請求記号（780.4 シ）

BOOK

『観る前に読む 大修館スポーツルール 2015』
大修館書店 ２階一般 請求記号（780.36 ミ）

数理物理学者による、スポーツを数学の法則に

野球、サッカー、ラクビー、テニス、シンガーソングラ

高校体育の副読本にも採用されているスポーツルー

あてはめて新記録の可能性を論じた１冊です。図

イター篠原美也子のスポーツエッセイです。選手のパ

ルの総合的な本です。競技ルールや技術、用具の説明

表や数式で展開されていくスピード感ある理論を頭

フォーマンスが見るものに与える感動、自身の息子の

など図が多くわかりやすいです。解説を聞きながら自分

で考えながら、自然と身体が動くような不思議な感

サッカー競技など幅広く、選手を見つめる目線を丁寧

の目でも確認できると観戦の楽しみが増えます。巻末

覚になります。

に言語化しています。笑って、泣けます。

にリオオリンピックの正式・公開競技の一覧あります。

『スポーツ辞典』 小倉伸一；著
アルトテラス ２階一般 請求記号（780.33 オ）

BOOK

『日本シンクロ栄光の奇跡』 金子正子；責任編集
出版芸術社 ２階一般 請求記号（785.26 カ）

BOOK

『スポーツ年鑑 ２０１５』
ポプラ社 ２階一般 請求記号（780 ス）

スポーツ用語をわかりやすく解説しています。サッ

華麗な足技やダイナミックなジャンプが見どころの

この本は日本のスポーツシーンを記録的に網羅した

カーのロスタイムはいつからアディショナルタイムと

シンクロナイズドスイミング。技術・採点・歴史・振り付

便利な資料です。２０１４年に開催されたスポーツ大会

呼ばれるようになったのか・・・テレビ観戦中にふと、

け・トレーニングという日本シンクロのすべてを網羅し

を日付順に振り返りながら、豊富な写真と情報量、多く

聞きなれないワードが出てきたら、サッとひらいてフ

た解説書。選手は一日４７００ｋcal も食事を摂らないと

の種目を取り上げることでスポーツへの関心を高める

ムフムとわかります。５０音順で掲載されています。

いけないそうです。成人女性の２倍です。

内容になっています。

その 40 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

六花亭が出している『サイロ』という雑誌の古いものはありますか？
小学生のころに六花亭の【リッチランド】の包装紙に自分の詩が載ったのを見たい。

★実は、お盆やお正月の帰省シーズンになるとこの質問も多く寄せられるもののひとつです。
帯広市図書館では、こんな調べ方ができます。
「サイロ」基本情報
雑誌名：児童詩誌「サイロ」 月刊 無料
発行所：特定非営利活動法人 小田豊四郎基金 サイロの会
昭和３５年（１９６０）１月創刊 平成２８年（２０１６）６月現在、通巻６７７号
作品を収録した詩集も発刊されています（すべて当館所蔵あり）
『50 号記念詩集「サイロ」』（1964）『子どもの詩はうったえる』（1968）
『発刊 100 号記念別冊詩集「青い空のような花」』（1968）『十勝っこの詩集「飛んだえんぴつ」』（1979）
『創刊 30 周年記念詩集「牛の眼にぼくがうつっている」』（1989）
『創刊 40 周年記念 十勝っ子詩集「お日さまのにおい」』（1999）
『創刊 50 周年記念詩集「サイロ」』（2010）『創刊 50 周年記念詩集「サイロ」普及版』（2012）

①『サイロ』創刊号から最新号（Ｎｏ．６７７）まですべて揃っています。
②職員用パソコンから詩の題名、作者の名前から号数を検索することができます。
＊名前は当時子どもたちが自分で書いた詩に表記されたままなので、漢字の場合、
全部ひらかなの場合、漢字とひらがなが混ざっている場合がある。
③『サイロ』は複写の許諾がとれている→生徒の詩作品のみ複写可能です。
（ただし、表紙絵、生徒以外の文章等は不可）＊発行所と確認済み
遠方にお住まいの方には、郵送複写サービスがあります。
④児童詩誌『サイロ』公式ホームページ http://www.oda-kikin.com/sairo.html では、
設立経緯、歴史、子どもたちの直筆原稿などを見ることができます。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①数値化できないものは、どうも苦手である。
桐生蒼太は、日々、それを実感しながら生きている。
たとえば、服装。同じ服を着ても、似合う人と似あわない人との差
があって、非常に困る。
②どうやらあがったようだわ。
宇藤聖子は梅雨の合間の晴れあがった空を見上げてそう呟い
た。
③ドアに差した鍵をゆっくり回すと、その奥に世界の片側を閉じ込め
た気がした。
十二月の夜道は冷えていた。コートのポケットに両手を突っ込
み、少し背を丸めて歩く。
④よく晴れた暖かい日の午後、アンバー氏に会いたいと思ったら、
裏庭の木立に沿って並ぶベンチを探したらいい。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『リケイ文芸同盟』 向井湘吾 幻冬舎 913.6 ムカイ
②『彼女に関する十二章』 中島京子 中央公論新社 913.6 ナカジ

回答

質問者のお名前から、無事に掲載号が判明し、複写して終了。

③『季節はうつる、メリーゴーランドのように』
岡崎琢磨 角川書店 913.6 オカザ
④『琥珀のまたたき』 小川洋子 講談社 913.6 オガワ

