今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなことを
その１２４ 蔵書点検のため休館します

発信しています。

【蔵書点検のお知らせ】

５月 ９日（火）～５月２４日（水）貸出拡大企画

★テーマ別オススメ資料
【博物館・美術館に行こう】

５月２５日（木）～５月３１日（水）蔵書点検

【おもてなしのキモチ】
★調べてみよう・レファレンス

【帯広市図書館所蔵新聞】

貸出拡大企画
①本は１５冊まで借りられます。
②ＣＤ／ＤＶＤは５点まで借りられます。
③貸出期間は３週間です。

蔵書点検

ＬＩＢＲＡＲＹ

①図書館を休館にします。
②館内すべての資料５３万点を点検します。
③６月１日（木）１０時より開館します。

ＣＩＴＹ
2017.5 vol.125

帯広市図書館は、運動会の翌日に特別開館します。
６月５日（月）は、通常であれば休館日ですが、市内小学校の運動会の
振替休日となるため特別開館します。
これに伴い、開館翌日６日（火）は休館とします。雨天等で運動会が順
延となった場合でも、５日開館／６日休館は変更しません。

お問合わせ

帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館
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５月になり、図書館２階・３階の読書テラスも開放を始めま

よむ☆トショ

した。さわやかな風に吹かれながら読書を楽しめます。
「市民文藝」第５７号の作品応募が始まります。詳しい応募
要項は図書館内チラシ、ホームページをご覧ください。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

５月２５日から３１日まで蔵書点検のため休館いたします。
それにともない、貸出冊数（１５冊まで）・期限拡大（３週間）
を行います。
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博物館・美術館に行こう！
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機会が多くなります。ホストとして参加したみなさんを気持ちよくおもてな
しするアイディアがたくさん詰まった本をあつめました。
このほか、パーティ料理、おもてなし料理のレシピ本もあります。
BOOK

ホームパーティや女子会などで、気の張らないプチギフトをさらりと出せたらかっこいい
ですね。堅苦しい贈答よりパーソナルギフトが増えてきた時代の「贈りものマナー」、古く

□ 絵画やアート作品を展示する美術館、自然・文化・産業に関する資料を組織的に展示する博物館。それぞれ、専門職員である学芸員が、

BOOK

『芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本』

からの縁起や由来を知りつつ、現代的にアレンジした記憶に残る１品に気持ちを託して。
BOOK

藤田令伊；著 秀和システム ２階一般 請求記号（706.9 フ）
美術館は敷居が高いと思っている方にぜひ、おすすめしたい１

京都市内博物館施設連絡協議会 ２階一般 （069.02 キ）

冊です。作品鑑賞のコツ（全然むずかしくありません）や美術館を

が点在しています。約２００件を網羅したガイドブックは、どの方に

より堪能するためのちょっとした工夫など、知識がなくても充分楽

も興味を持つ場所が見つかるはずです。来訪の際には、外観写

しむ美術館のトリセツが書かれています。

真と地図がきっとお役にたつはずです。

『日中韓マナー・慣習基本事典』 佐藤貢悦；ほか共著
晩成出版 ２階一般 請求記（385.9 ニ）
中国や韓国の方と一緒に交流する場面も増えてきました。誤解を少なく、スムーズに

『京都ミュージアム探訪』 京都新聞出版センター；著

BOOK

『心から喜んでもらえる贈りもののマナー』 冨田いずみ；著
髙橋書店 ２階一般 請求記（385.97 ト）

色のついている日は休館です。

きや輝きをもたらします。今月は博物館や美術館を紹介するガイドブックを紹介します。夏休みの旅行の参考にしてみては・・・。
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５月はゴールデンウィークやお花見など、家族や仲間で集って楽しむ

５月のカレンダー

私たちにわかりやすく解説を整え、歴史のなかで醸成されてきた作品を見せてくれます。本物を鑑賞するという経験は本では得られない、驚

おもてなしのキモチ

進めるためにマナーや慣習を知っておくことは大事なおもてなしに繋がります。それぞ
れの違いに敬意をはらう意識を持っていればお互いに理解が深まると思います。

文化財の宝庫である京都には、さまざまな分野のミュージアム
BOOK

『はじめてのお誕生会』 辰元草子；著
講談社 ２階一般 請求記号（385.93 タ）
記念すべき子どものお誕生会が、より楽しく思い出深いものになるようなアイディアが
満載です。お料理は気負わず食べなれたママの味をそのままで盛りつけを少しだけ凝

BOOK

『東洋美術をめぐる旅』 東京国立博物館：編著

BOOK

平凡社 ２階一般 請求記号（702.2 ト）
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メイツ出版 ２階一般 請求記号（069.02 ト）

東京上野にある東京国立博物館に２０１３年にリニューアルオ

マニアの収集癖を満足される深い博物館ガイドがこちらです。文

ープンした東洋館のガイドブックです。日本文化の源流とも言え

房具・ボウリング・万年筆・カバン・民族音楽など、東京各地に点

る東洋の美術品をあますことなくカラー写真で紹介しています。

在する企業が中心になり情報を発信をしている博物館紹介です。

エキゾチックな作品を堪能できる最新技術による工夫や秘密も

なんと、観覧料金が無料の場所が多くあり、意外な穴場を発見で

お見逃しなく！

きるかも知れません。

５月は消費者庁が推進する「消

BOOK

費者月間」です。安心・安全な社
会を目指して、さまざまな取り組
みが行われます。今月は、日常

消
費
者
月
間

『東京マニアック博物館』 町田忍；監修

に潜む危険を回避するための資
料を展示・貸出します。
BOOK

『だまし犯罪百科』 間川清；著
さくら會 ２階一般 請求記号（368.6 マ）

BOOK

る、部屋の飾り付けは１００円ショップのアイテムを駆使して華やかさを演出する、など。
BOOK

『三越伊勢丹の最新儀式１１０番』 ㈱三越伊勢丹ホールディングス；著
成文堂新光社 ２階一般 請求記号（385 ミ）
おもてなしの前にまず、自分の国の礼儀正しいマナーや慣習を知ることも大切です。誰
かに問われてうろたえることのないよう、おさらいしておきましょう。贈答のプロ、百貨店三
越伊勢丹のギフトサロン担当部署が自信を持ってお答えします。

『子どもとスマホ』 石川結貴；著
花伝社 ２階一般 請求記号（367.61 イ）

BOOK

『地震イツモマニュアル』
ポプラ社 ２階一般 請求記号（369.31 ジ）

振り込め詐欺や悪徳商法の被害ニュースは後を

小学高学年から高校生の保護者が気をつけたいの

十勝で暮らす私たちはいつも地震のことを念頭に置い

立たず、その被害金額も高額になってきています。

が【スマホ問題】です。親世代の子ども時代には存在し

た生活を心がけたいものです。この本はいくつもの震災

知識を身に着けることで防げる犯罪も多くあること

なかった道具に戸惑う気持ちもあると思います。「うち

を体験した経験を踏まえて「本当に使える」カタチにした

をこの本で知ることができます。巧妙な話術を怪し

の子に限って」と後悔する前に、知識としてさまざまな

ものです。賢い食料の備蓄方法やイザというとき優先さ

いと思う防犯意識を持つことができます。

現状を知ることが【スマホ】を理解する１歩です。

せるべき行動などがわかります。

『あなたはこうしてだまされる』 多田文明；著
産経新聞出版社 ２階一般 請求記号（365 タ）

BOOK

『ひとり暮らし完全サポートＢＯＯK』
主婦と生活社 １階生活 請求記号（909.3 イ）

BOOK

『おかあさんと子どものための防災＆非常時ごはん
ブック』 草野かおる；著 ディスカヴァー・トゥエン
ティワン ２階一般 請求記号（369.3 ク）

詐欺の手口は巧妙化し、高齢者だけが対象にな

ひとり暮らしを始める若い方には必ず読んでほしい本

るわけではありません。宅配便を送りつけて代金を

です。保護者からの自立ってどんなことなのか？ひとり

防災力はいざというときに、臨機応変に素早く判断

要求する手口や就活生に高額な英語教材を売りつ

暮らしで注意、警戒すべきことは何か？心構えと準備

できることです。「命を守る行動」を起こせるかどうかに

けるなどの犯罪もあります。どの世代でもターゲット

を入念に行うことで、どんなトラブルにも負けず、快適

かかっています。大事な非常食ごはんについてもわか

になりうる危険性を回避する方法を教えます。

な生活へ踏み出すことができます。

りやすく説明されているので知っておくと良いでしょう。

その 50 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
図書館では、どのような手順で調べものをすると良いのでしょう？司書が

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。

調査の過程を公開します。みなさんが調べるときの参考になれば・・・。

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。

★帯広市図書館

所蔵新聞★

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。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

紙名

発行地

十勝毎日新聞

帯広市

今月は特別編
当館所蔵新聞を紹介します。

①過ぎてしまったことをよく憶えている方ではない。小学校や中学

北海道新聞(朝・夕）

札幌市

河北新報

仙台市

福島民報

福島市

福島民友新聞

福島市

東京新聞

東京都

中日新聞

名古屋市

中国新聞

広島市

西日本新聞

福岡市

琉球新報

那覇市

朝日新聞

全国紙

産経新聞

全国紙

毎日新聞

全国紙

そう言った顔には不自然な笑みが貼付いていた。まるで笑ってい

読売新聞

全国紙

る仮面のようだ、と秀は思った。

日本経済新聞

全国紙

新聞に関するお問合わせは
２階カウンターまで

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）
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
催のリサイクル市にて譲渡していますのでこちらをご利用ください。

校での出来事を挙げて「あんなことがあったね」と言われても、そ
うだったかなと首を傾げることの方が多い。
②――悪く思わんでくれよ、忠吉っつあん。気の毒だとは思うが、こ
っちも人助けで差配をやってる訳じゃあ、ねぇんだ。
忠吉は、長屋の差配に言われ、笑顔で頷くしかなかった。
③「ここにマルコ・ポーロの家があったんですよ」
痩身の在ヴェネツィア日本名誉領事、ヴァレリオ・カバリーニが
目を細めて言った。
④「いらっしゃいませ」

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『いまさら翼といわれても』 米澤穂信 角川書店 913.6 ヨネザ
②『恋糸ほぐし』 田牧大和 実業之日本社 913.6 タマキ

③『水の都 黄金の国』 三木笙子 講談社 913.6 ミキ
④『さまよえる古道具屋の物語』 柴田よしき 新潮社 913.6 シバタ

