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その１３１ 年末年始の休館 

 

今月の特集 

★帯広市図書館から、こんなことを 

発信しています。 

【年末年始の休館】 

★テーマ別オススメ資料 

【ぽかぽか、ぬ～くぬく】 

【紙の世界】 

★調べてみよう・レファレンス 

【図書館ＨＰが新しくなりました】 

 

 

帯広市図書館 
 お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 
 

年末年始の休館 

１２月２８日（木）～１月３日（水） 

これにともない、年末恒例の拡大貸出を行います 

 １２月１４日（木）～２７日（水）期間中 

 本は１５点、ＣＤ・ＤＶＤは５点までを３週間に拡大します。 

年末年始はゆっくり読書をお楽しみください。 

 

休館中、本の返却は返本ポストをご利用ください。 

ＤＶＤやＣＤは破損の恐れがありますので、お手数ですがカウンター 

にて返却をお願いします。 

 

    ２０１７年１２月        ２０１８年１月 

    

色がついている日は休館日です。 



         

 

 

          

 

        

             

                 

             

   

よむ 
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆ トショ 

BOOK 

 みなさん、冬の寒さに負けてはいませんか？ついに雪が降り、寒さも厳しくなってきました。こんな季節には温泉に入り温まる…手袋やマフ

ラーで防寒をする…などが欠かせませんよね！！年齢を重ねると堪えてくる寒さに、縮こまることなく、元気に活動できる知恵と工夫をご紹介

します。寒い冬を少しでも暖かく乗り切れるように応援する展示・貸出です。 

 

 

 

『製本工房・美篶堂とつくる文房具（増補版）』 美篶堂；著 

河出書房新社 ２階一般 請求記号（022.8 ミ） 

 からだを温めるならやっぱり温泉ですよね。全国津々浦々、  

日本の名湯・秘湯がこの１冊でわかります。入浴の心得やお湯の

特徴の見方など、温泉の基礎知識も掲載されています。温泉の

ほかに宿の食事やアメニティも写真を使ってわかりやすく紹介。 

 

 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『４７都道府県・温泉百科』 山村順次；著 

丸善出版 ２階一般 請求記号（453.9ヤ） 

北海道から沖縄まで全国には約３，１００カ所もの温泉があると

いわれています。その中から約３５０カ所の温泉地の歴史や特色

などを紹介。温泉に関する色々なランキングも掲載されています。 

あなたの行ってみたい温泉地が見つかるかも？！ 

BOOK 

 

『スープと煮込み』 渡辺麻紀；著 

主婦の友社 １階生活 請求記号（596ワ） 

温かいスープは内側からぽかぽか、老若男女みなさんに好ま

れる料理のひとつです。豚汁やコンソメスープなどの定番料理か

ら、具だくさんでおかずになるものやフルーツを使ったものなど幅

広いレシピを紹介しています。体の芯からぬくぬくです。 

BOOK 

 

『見せたくなるほどかわいい手編みのくつした』  

日本文芸社 １階生活 請求記号（594.3 ミ） 

くつしたを編むのって難しいイメージがありませんか？そんな

人でも最後まで編めるように、わかりやすく写真で解説。誰かに

自慢したくなるようなかわいいくつしたがいっぱいです。この冬は

足元からポカポカになりましょう。 

 図書館システムの更新が終了しました。館内の資料

検索機（ＯＰＡＣ）、自動貸出機、ホームページが新しく

なりました。ホームページから、お客様ご自身で予約

や延長手続きができます。これから読みたい本、読書

傾向にあわせたおすすめ本の表示など、便利な機能

が追加されました。詳しい利用案内はホームページに

掲載しています。ぜひ、ご利用ください。 

 

 
１２月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

和紙の特集本です！和紙を使ったすてきな作品、人間国宝の手漉き工房拝見、和紙

の作り方、和紙への印刷・加工など、和紙についていろいろな情報が満載。さらに、表紙

や本文の用紙もすべて和紙というこだわりよう。和紙の魅力が詰まった１冊です。 

BOOK 

『デザインのひきだし２９ 特集 和紙』 グラフィック社編集部；編 

グラフィック社 ２階一般 請求記号（727.05デ） 

   ■□■ ぽかぽか、ぬ～くぬく ■□■ 

 
 

 

製本に興味がある方におすすめの本。作成過程がカラー写真でとてもわかりやすい

です。ハードカバーのノートやポストカードブックはもちろん、ヨコ型ファイルボックスや書

類ケースなど、紙の良さを生かした１４の文房具のつくり方を紹介しています。 

『フードを包む』 福田里香；著 

柴田書店 ２階一般 請求記号（385.97 フ） 

手づくりのお菓子を大切な人に贈りたいと思っているあなた！おいしいお菓子を作るこ

とも大事ですが、ラッピングにもこだわってみませんか？真心のこもったお菓子をさらに引

き立ててくれることでしょう。ラッピングのノウハウ、４０のおいしいレシピつきです。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『かわいいふせん活用 BOOK』 Ｋｉｌｌｉｇｒａｐｈ Ｐｒｏｊｅｃｔ；編 

玄光社 ２Ｆ一般 請求記号（589.73キ） 

メモを書いて、貼って、簡単にはがせる、役立つ文房具「ふせん」。このふせんにちょっ

と手を加えると、楽しくてかわいい「ふせん」に大変身。職場で使える実用的なアイデアや

飾って楽しむアイデアまで、いろいろな「ふせん」の活用術を教えてくれます。 

 

BOOK 

〇●〇生活に欠くことのできない紙●〇 
               私たちの生活に不可欠な紙。どんなにＩＴやメールが発達しても、紙を

なくして情報の伝達はできません。書類だけでなく、包装紙、折り紙、書

籍、カタチを変えて身近にあるたくさんの紙。紙の持つ魅力を再認識で

きるたくさんの紙についての本をあつめました。 

 

『勝海舟と西郷隆盛』 松浦玲；著 

岩波書店 ２階一般 請求記号（289.1 カ） 

 江戸城無血開城における重要人物ふたりの関係を

詳細に記した本です。勝海舟の日記や談話を聞き書き

した資料、勝と西郷でやりとりされた書簡から、両者の

交流と絆が育まれた過程を解明していきます。西郷亡

き後、遺児の面倒を見た理由が語られています。 

『消された「西郷写真」の謎』 斎藤充功；著 

学研パブリッシング ２階一般 請求記号（289.1サ） 

 幕末の維新志士たちがこぞって写真撮影をしていた

時代に、西郷隆盛の写真だけが１枚も残されていない

謎に迫る内容です。法人類学という検証を用いて鑑定

した結果を詳細に説明しています。著者の見解である

「西郷の写真は消された」説を信じるかは読者しだいで

すが、歴史ミステリーとして興味深い１冊です。 

『西郷隆盛 人を魅きつける力』 童門冬二；著 

ＰＨＰ研究所 ２階一般 請求記号（336.3 ド） 

 起居を共にした庄内藩士が記した「西郷南洲遺訓」と

いう言行録はリーダーシップの手本とされ、今なお現代

人に読み継がれています。島流しという左遷とも言える

立場から人間西郷隆盛が激動の時代をどのように生き

たのかを中心に書かれた本です。 

 鹿児島県の史跡や文化財をコンパクトに紹介してい

るガイドブックです。名所の説明と移動手段と時間が書

かれているため、旅行の情報収集に役立ちます。モデ

ルコースには西郷遺跡をめぐるもの（銅像・生家・終焉

の地など）があります。歴史の背景を知って場所を訪

問すると感慨も深くなることでしょう。 

BOOK 

 

『鹿児島の歴史散歩』 鹿児島県高等学校歴史部会 

山川出版社 ２階旅行 請求記号（291.08レ 46） 
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 ２０１７年は慶応３年（１８６７年）

の大政奉還から１５０年の節目を

迎えます。来年のＮＨＫ大河ドラ

マの主人公は西郷隆盛に決まり 

幕末に焦点があてられます。 

西郷隆盛を中心にこの時代を知

る本を展示・貸出します。 

BOOK 

 

BOOK 

 

『西郷隆盛』 

新人物往来社 ２階一般 請求記号（２８９．１サ）  

  西郷隆盛の生涯を豊富な図版で解説したビジュ

アル伝記本です。西郷の子孫や歴史学者など執筆

陣も研究者として一流のメンバーが担当していま

す。さまざまな側面のあった西郷の人物像が垣間

見える。読み応えのある充実の内容です。 

『西郷隆盛伝説の虚実』 安藤優一郎；著  

日本経済新聞出版社 ２階一般 請求記号（289.１サ） 

 

 

 大柄でまっすぐな眉毛、何事にも豪胆な人柄のイ

メージが強い西郷隆盛の伝説的なエピソードを検

証していきます。膨大な引用文献を駆使して歴史的

事実と創られたイメージを比較。明治政府の立役者

から反乱軍への転換など、どうして、なぜ、を丁寧

に解き明かします。 

『ニッポンの名湯 全国の行くべき温泉決定版！』  

枻出版社 ２階旅行 請求記号（291.09ニ） 
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「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。 

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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● 

①「おもちゃは出したら片付ける。ごはんの時、テレビは消す」 

「開けたら閉める。つけたら消す」 

「ながら食べは駄目。『だって』は言わない。男の子でしょ」 

毎日毎日、わたしは同じ台詞を繰りかえしてばかりだ―――。 

 

②加藤薫は、工業専門学校の建築科を卒業して、横浜市役所に

就職した。昭和二十四（一九四九）年の春、満二十一歳になっ

たばかりだった。 

 

③なぜこんなものがここにあるのだ。これはフォマルハウトの燭台で

はないか。台座に浮き彫りにされた文様中に二行の文字列が認

められる。間違いない。この世に三台あると言われている燭台

の、そのうちの一つだ。 

 

④かつて南都が置かれていた寧楽の街の一角に、秋篠の里はあ

る。上古には墳墓に埋葬する埴輪群を造り、平城京の御世には

「青丹よし」と歌われた瑠璃瓦をも焼くことができた、優れた技を

伝承する陶工集団の里である。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『２０９号室には知らない子供がいる』 櫛木理宇 角川書店 913.6 クシキ 

②『コロボックルに出会うまで』 佐藤さとる 偕成社 913.6サトウ 

③『フォマルハウトの三つの燭台』 神林長平 講談社 913.6 カンバ 

④『花天の力士』 天野行人 朝日新聞社 913.6アマノ 

その５７の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 特別編 

図書館ホームページ

の便利な機能紹介！ 
図書館ホームページが新しくなりました！ 

新しい機能が追加され、マイメニューから自分で管理できます。 

ホームページの便利な機能を使うには・・・。 

 ①帯広市図書館で利用者カードを作成してください。 

（住所が確認できる免許証／保険証／住民票などをお持ちください） 

 ②利用者カード番号は、バーコードの下にある数字（0190か 0490ではじまる）です。 

 ③パスワードはご自身で設定していただきます。（図書館側でも見ることはできません） 

現在のパスワード状況がわからない場合は、図書館で初期化してから再設定となります。 

 

★マイメニューからできること 

 ①利用状況確認 

  現在借りている資料を確認・延長できます。予約している資料の確認・取り消しができます。 

 ②お気に入りリスト 

  気になる本や読みたい本を記録しておくことができます。 

 ③検索条件・予約設定 

  検索条件をカスタマイスできます。絞り込み検索だと短時間で結果がでます。 

  予約資料の連絡方法を選べます。長期不在時に予約本の確保・連絡をスキップすることができます。 

 ④パスワード変更 

  パスワードを変更できます。新規に登録する場合はマイメニューの利用者認証画面からできます。 

 ⑤メールアドレス登録・変更 

  予約確保連絡のアドレスを２つまで登録できます。（両方にメールを配信します） 

 ⑥メールマガジン 

  新着図書情報をメールマガジンで配信します。自分で設定した条件の本が図書館に入るとＥメールで 

お知らせします。配信のタイミングは毎週金曜日の１７時です。 

 ⑦読書手帳サービス 

  図書館で借りた本の情報を残したい場合、記録を残すに同意した以降の貸出情報を保存します。 

  ログインした本人しか見ることができません。図書館側では返却後の資料履歴が残りません。 

 


