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１２９ 図書館システム更新のため休館します。

【システム更新に伴う休館】

１１月１４日（火）～１９日（日）
図書館システム更新のため休館します。

★テーマ別オススメ資料
【きらきら自分磨き】
【古今東西 演芸・演劇】

図書館システム（自動貸出機・検索機・インターネット利用端末含む）を新しく更新
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★調べてみよう・レファレンス

するため１１月１４日（火）～１９日（日）の期間休館させていただきます。

【帯広の通りの名前】

なお、移動図書館バス「ナウマン号」については別の日程で巡回します。
コミセン図書室もいつも通り利用できます。
これに伴い、休館の間も読書を楽しんでいただけるよう、貸出数と貸出期間の拡大
を行います。本は１５冊まで、ＣＤ・ＤＶＤは５点まで、３週間貸出します。
なお、休館中の本の返却には「返却ポスト」（図書館南側道路沿い／西側玄関右
手）をご利用ください。（破損防止のため視聴覚資料は入れないでください）

ＬＩＢＲＡＲＹ

ご理解とご協力をお願いいたします。新しい図書館システムにご期待ください。

ＣＩＴＹ

１１月 １日（水）～１２日（日）
貸出拡大 １５冊・５点を３週間
１１月１４日（火）～１９日（日）
システム更新のため休館
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１１月のカレンダー

お問合わせ

帯広市図書館（0155-22-4700）
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読書の秋がやってきました。涼しくなり夜も長くなったこ

よむ☆トショ

の時期にこそのんびり活字の世界に浸ってみてはいか
がでしょう？
１０月２７日から１１月９日は第７１回読書週間です。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

図書館でもおはなし会や映画会などのイベントを準備し
てみなさまの参加を心よりお待ちしております。
読書週間事業の詳細は図書館内チラシをご覧ください。

■□“キラリ☆自分磨き”への道しるべ！■□
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●〇●〇古今東西

演芸・演劇はむかしから身近な娯楽でした。寄席や芝居の舞台に行くだ
けでなく、録画・録音・記録などでも気軽に楽しめます。日々の生活に取り
入れて笑ってリフレッシュしましょう。話芸、技芸、その歴史・効用、芸人を
描いた資料を紹介します。
BOOK

地道に奮闘する女性芸人を描いた小説です。芸名「コトリ」は、漫才（時に漫談）師にな

色のついている日は休館です。

るまでに様々な仕事を経験します。コトリの原動力は、拍手と客の笑いです。その前向き

いくつになっても若々しく、生活を楽しんでいる人の姿は、周囲の人たちに刺激を与えます。心身の内面、外面ともにいつでも、いつまでもき
■□
自分のことをもっと好きになれる！そんな素敵な自分を目指すきっかけづくり本を紹介します。
BOOK

『シニアの品格』 小屋一雄；著

BOOK

『女子芸人』 神田茜；著
新潮社 １階文学１ 請求記号（913.6 カンダ）

１０月のカレンダー

らきらと輝いている自分！素敵です。でも、仕事や家事、育児、介護に追われる忙しい毎日に、ついつい自分自身のことを見失いがち・・・。

演芸・演劇●○●〇

な姿勢に気力と勇気がもらえます。著者は浦幌町出身の講談師です。
BOOK

『江戸っ子はなぜ宵越しの銭を持たないのか？』 立川談慶；著
小学館 ２階一般 請求記号（382.13 タ）
落語では、普段使われていない痛快なことばが飛び交います。そのユニークな表現

『子ども・パートナーの心をひらく「聴く力」』 辰由加；著

小学館 ２階一般 請求記号（159.79 コ）
出世街道から外れ人間関係に悩むシニアビジネスマンと、学童

秀和システム ２階一般 請求記号（367.3 タ）

擁護員の老人が織りなす対話形式で進むストーリー。堅苦しい自

関係が築けているかどうかが重要です。本書は家族など、ごく近

己啓発本とは異なり、二人の対話を通していつの間にか考えさせ

い関係の大切な人の話を「聴く」という‘傾聴’を活かしたコミュニ

られ気づかされる‘品格’、そして人生の意義とは。

ケーション力アップの方法をご紹介！

を楽しむには、当時の暮らしや価値観を知ることが効果的です。本書は、落語の演目を
例に挙げて江戸時代のしきたりをひもとくものです。

毎日を、笑顔で健やかな気持ちで過ごすためには、良好な人間
BOOK

『わたしの舞台は舞台裏』 木丸みさき；著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２階一般 請求記号（775.5 ｷ）
舞台の裏側、観客から見えない場所で健闘している裏方さん。その仕事ぶりを覗いて
みたくはありませんか？裏方さんの苦労と情熱を知れば送る拍手にいちだんと力が入り

BOOK

『噂の女医がこっそり教える女の不調が消える本』

BOOK

吉木 伸子；著 主婦の友社 体ナビ 請求記号（495 ヨ）
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『わたし史上最高のおしゃれになる！』 小林直子；著
扶桑社 ２階一般 請求記号（589.2 コ）

年齢を重ねるごとに自分の身体の不調を感じたり、悩みが増

日々、ファッションについて頭を悩まされている方、おしゃれは

えたり・・・。それらの不安や心配でついイライラ、クヨクヨしてしま

センスやお金の問題とあきらめていませんか。必要なのは勉強と

いがち。デリケートな女性特有の不快症状の原因や改善法・対

決意！著者が伝授する‘おしゃれのルール’を学び、好きなものを

処法を知り、活き活きとした自分を再生！

おしゃれに着て、さあ、お出かけ！

１０月はノーベル賞の発表があ
り日本人の受賞があればなおさ

BOOK

ら、そうでなくても研究に注目が

『２階から卵を割らずに落とす方法』 ショーン・
コノリー；著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

BOOK

識をわかりやすく解説した本を展
示・貸出しています。

BOOK

BOOK

『幕末明治見世物事典』 倉田喜弘；編
吉川弘文館 ２Ｆ一般 請求記号（779.4 ク）
ペリー来航をきっかけに西洋の文化が流れてきて、文明開化を迎えるころの見世物小
屋の様子が詳細にわかる１冊です。いつの時代にも物見高い人は多かったようで、手品
や曲芸のような不思議なこと、舶来の機械を披露する新しいものに人気が集まりました。

『科学のあらゆる疑問に答えます』 ミックオヘア；編
ＳＢクリエイティブ ２階一般 請求記号（404 オ）

BOOK

『エピソードで読む日本の化学の歴史』 井沢省吾；著
秀和システム ２階一般 請求記号（430.21 イ）

イギリスの科学雑誌に寄せられた質問集。回答も読

日本の技術革新に寄与した人たちの興味深く、面白

科学の歴史を実験で振り返る本です。石器の発

者が行っていますが、実名が掲載されるため真面目な

いエピソードで歴史を振り返る１冊です。問題解決のた

明から説明がはじまります。人類が発見し、工夫し

ものです。予測のような明確な回答がないものに対し

めに研究に打ち込んだ研究者。偶然から発見された物

てきたことを読者も体験できるよう、実験の手順が

て、複数名の回答を紹介し、あらゆる可能性を論じて

質。不思議な事象を解明したいと諦めずに挑戦し続け

図で示されているので挑戦してみてはいかが？

います。思索のきっかけになる１冊です。

た苦難の日々。どれも日本人の粘り強さを感じます。

２階一般 請求記号（402 コ）

あつまります。今月は理系の知

ます。本書はコミックで綴られた、エピソード満載の大衆演劇裏方日記です。

『科学の宝箱（正・続）』 ＴＢＳラジオ；編
講談社 ２階一般 請求記号（404 カ 1/カ２）

BOOK

『身近に潜む危ない化学反応』 斎藤勝裕；著
Ｃ＆Ｒ研究所 ２階一般 請求記号（431.3 サ）

BOOK

『ビーカーくんとそのなかまたち』 うえたに夫婦；著
誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（407 ウ）

科学者たちが最新の研究結果を紹介するラジオ

洗剤などの注意書きに混ぜるな危険！と書いてあり

理科や科学の授業で使用した実験器具がかわいら

番組のコーナーを書籍化したものです。この本は、

ますが、みなさんはその危険性をどの程度だと考えて

しいキャラクターになりました。実は合理的で安全に実

対談形式で読みやすいこと、ナビゲーターの理解を

いますか？ついうっかりが引き起こす日常の化学変化

験ができるよう工夫が凝らされているのです。名前も形

助ける相槌もとても良いです。新たに知る、研究の

について図解で解説。飲食物や医薬品でさえも、間違

状や用途を表すだけの飾り気のないネーミングが秀逸

最前線は驚きと発見に満ちたものでした。１冊で２５

えば重大な危険が潜んでいることがあります。注意書

です。さて、みなさんは、いくつ器具の名前を覚えてい

名の研究者が紹介されていて、続編もあります。

きをじっくり読むことの重要性を考えさせる内容です。

るでしょうか？実験室にいる気分で読んでください。

その 55 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・
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

照会、リファレンスともいう

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・・・。

「続きが気になる本。」ございます。

（『imidas』より）

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）帯広のいろいろな通り全部（都通り、電信通りなど）について、歴史的な事などが
わかるものはあるか
回答）全部の通りについて詳しく書かれたものは見つけられなかった。
ひとつの資料や地図にまとめられているものは発見できなかった。
個別に新聞、雑誌記事や商店街の記念誌などに記載されている。
繁華街の変遷などを書いたものに少しずつだがまとまった記述がある。
①Ｈ031 ト『十勝大百科事典』ｐ.523-524“商業の形態－繁華街の変遷”
概要を調べるのなら、まずこの本を最初に確認してからスタートするとスムーズ。
この事典には参考資料の記述がある。ここで参考にしたのが・・・。
②Ｈ330.66 オ『帯広商工会議所五十年史』ｐ.93-94“繁華街の変遷”
③Ｈ213 ト『十勝風土記 ふるさと百年』ｐ.117-118“大道商人で賑った-懐かしい露店の昔”
④おびひろ観光マップ 帯広観光コンベンション協会 作成
通りの名前がだいたい記載されている。わかりやすい地図（図書館２階で配布用あり）
インターネットも活用していく→帯広市のＨＰ、検索スペースに【商店街】と入れると・・・
http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/shoukoukankoubu/sangyoumachidukurika/syouten.html
各商店街の場所や名称、リンクなどまとめてあるページがあり便利（ストリートビューあり）
帯広市商店街振興組合連合会のＨＰも充実している http://www.obsinren.com/

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①卓袱台に朝食が並ぶ。ごはん、目玉焼き。おひたし。日差しがガ
ラスの醤油差しにあかるい点を打つ。内川志津子は味噌汁の椀
を出す。夫の和志は佃煮でごはんをかき込んでいる。
②成瀬啓介がその奇妙な女たちと遭遇したのは、桜の花もすっかり
散ったとある四月の夜のこと。場所は JR 荻窪駅の南側に延びる
商店街。ラーメンと半チャーハン、餃子にスポニチというパーフェ
クトな夕食を終えた啓介は、これから古い知人の家を訪ねようと
するところだった。
③消灯時刻を過ぎた院内の廊下は暗く、所々に灯された常夜灯
は、激しく窓に叩きつける雨粒を冷たく浮かび上がらせていた。
④“××だ”
伏せたその二文字を口にするのが、どれほど難しいことか。
その二文字を、その二文字に乗せた想いを、誰かにぶつけて、
素直に打ち明けて・・・・・・
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『自生の夢』 飛浩隆 河出書房新社 913.6 トビ
②『かがやき荘アラサー探偵局』 東川篤哉 新潮社 913.6 ヒガシ

③『さようなら、お母さん』 北里紗月 講談社 913.6 キタザ
④『夜明けを告げるルーのうた』 三萩せんや KADOKAWA 913.6 ミハギ

