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今月の特集
その１３６ 蔵書点検のお知らせ

★帯広市図書館から、こんなことを

蔵書点検のため休館します。
恒例の貸出拡大も行います。
５～６月は休館日の変更があります。

☆

毎年恒例の蔵書点検を行います。館内資料５３万点を手作業で点検します。
そのため休館させていただきますが、休館前に通常の貸し出し期間と点数を多く利用
できるようにします。
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貸出拡大企画
①本は１５冊まで借りることができます。
②ＣＤ・ＤＶＤは５点まで借りることができます。
③貸出期限は３週間です。
５月 ４日（金）～１７日（木） 貸出拡大企画
５月１８日（金）～２４日（木） 蔵書点検のため休館
５月２８日（月）
中学校体育祭の翌日開館
６月 ４日（月）
小学校運動会の翌日開館
５月の開館カレンダー

発信しています。

【蔵書点検】
★テーマ別オススメ資料

【大事なお金のハナシ】
【介護について知る】
★調べてみよう・レファレンス

【「雑草のうた」掲載資料】
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６月の開館カレンダー

色付きの日
は休館です。
お問い合わせ
図書館
22-4700

帯広市図書館

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

待ち遠しい季節です。図書館はゴールデンウィーク中も開

介護について知る

★★★★

日本人の平均寿命が男女ともに８０歳を超え、高齢者人口も増加して

館します。家族で楽しめるイベントを用意しています。

いる現代。親にはいつまでも健康で長生きしてほしいと願うばかりです

こどもの読書週間事業 当日受付のイベント

が、いざというその時に備えて、心構えをしておけば混乱を避けることが

５月３日 10：30～ 親子で行く！図書館の書庫ツアー

できます。知っていれば怖くない、安心介護の虎の巻あつめました。

４日 13：30～ 科学絵本のおはなし会
６日 11：00～ こども映画会
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大事なお金のハナシ

BOOK

がんばれ！ルルロロ
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『介護の基本Ｑ＆Ａ』 三好春樹；著
講談社 ２階一般 請求記号（369.26 ミ）

５月のカレンダー

介護の基本を Q&A 方式で、マンガを交え丁寧に解説しています。突然の在宅介護に戸

色のついている日は休館です。

惑うことや悩みの解決。両者に負担の少ない衣食住の工夫など、正解はお互いが笑顔で
生活できることです。腰を痛めない介助の姿勢は図がわかりやすくコツがつかめます。

生きていくには、衣食住すべてにお金がかかります。何もしなくてもお腹はすきますし、自分の欲しいものを手に入れるために、お金は必要
です。こればかりは収入や価値観、金銭感覚に個人差があり、親しい間柄でも、だれかれ構わず相談するのも難しいものです。人にはそれ
ぞれ人生でかなえたい夢や目標があります。将来の「ライフプラン」を実現するために設計図を描いてみてはいかがでしょう？
BOOK

『６０分でわかる！仮想通貨ビットコイン＆ブロックチェーン

BOOK

BOOK

大きなニュースになったことで注目を集めた仮想通貨。たくさん

高齢者の方と一緒に杖をついた状態や車いすで移動するとき、どのようにしたらストレ

『知らないと損をする！国の制度をトコトン使う本』

スなくスムーズにできるか。ベッドから起き上がるときには、からだのどこを支えたら痛く
なくできるか。連続写真で細かく説明しています。見やすい資料です。

困ったときの頼みの綱として国の制度（社会保障）があります。

の人が投資目的で所有していたようですが、一体、どのようなシ

思わぬ怪我、病気、失業のピンチを助けてくれる仕組み、子ども

ステムなのでしょう？知識として知っていると安心できる「新しいお

の教育に関する経費をフォローしてくれるものなど、万が一に備え

金のカタチ」。図表を使いわかりやすく解説されています。

た仕組みを漫画形式で気軽に知ることができます。

『これから介護を始める人が知っておきたい介助術』 田中義行；著
日本実業出版社 ２階一般 請求記号（369 タ）

清水京武；著 KADOKAWA ２階一般 請求記号（364 シ）

最前線』 技術評論社 ２階一般 請求記号（338 カ）

BOOK

『介護離職しない、させない』 和氣美枝；著
毎日新聞社 ２階一般 請求記号（366.7 ワ）
家族に介護が必要になったら、何かと仕事を欠勤することが増えます。「介護離職」と
いう言葉も登場してきました。職場に迷惑をかけないように、仕事を続けることはできない

BOOK

『５５歳からはじめる長い人生後半戦のお金の習慣』

BOOK

『貯金＆節約がもっとカンタンになるみんなの家計ノート』

深野康彦；著 明日香出版社 １階生活 請求記号（591 フ）
人生１００年も夢ではない時代。これから先、自分が老いたと

KADOKAWA １階生活 請求記号（591.8 チ）
１６００万円を貯蓄した人気ブロガーのテクニックをはじめ、お金

きに年金の支給額が減ったら？何歳から受給できる？老後の生

や家計に関する記録のつけかた、貯め方が紹介されています。

活で安心できる貯蓄額はいくらなの？老年期の介護、医療、各

実際のノートが示され、達成するためのモチベーション設定の方

種ローンに相続問題。お金について知りたいことがわかります。

法、長続きする秘訣など、コツコツ貯めたい方におすすめです。

のでしょうか？辞めた人、両立している人、双方で現状を知ることができます。
BOOK

『母がおカネをかくします。』 吉川浩；編
小学館 ２Ｆ一般 請求記号（369.26 ヨ）
老いていく家族を認められない葛藤、介護についての悩みなどを打ち明けて、さまざま
な経験談をやりとりするインターネットサイトが本になりました。家族間の問題として、なか
なか相談できないことも書かれていて、本音や実例がわかります。
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すっかり暖かく、春らしい陽気になりました。桜の開花が
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体力維持のために筋力トレ
ーニングやストレッチに挑戦し

BOOK

『１００歳まで元気でいるための歩き方＆杖の使い方』

BOOK

西野英行；著 翔泳社 ２階カラダ （493.18 ニ）

『リンパを整えてキレイになる やさしいストレッチ』
成美堂出版 ２階一般 （781.4 リ）

BOOK

『足腰を鍛えるスロージョギング＆スローステップ』
NHK 出版 ２階一般 （782 ア）

てみませんか？運動が苦手な

少しの段差につまずいてしまう、階段が怖い・・・

血液と並行して全身に流れる「リンパ液」、リンパをス

運動が苦手な人、長続きしない人におすすめなのが、

人でも取り組みやすい簡単な

加齢とともに筋力が落ち、バランスが崩れることが

ムーズに流すことでむくみが取れて痩せやすい体にな

強めで早歩きのウォーキングより、ペースを落としたス

ものが紹介されている本を展

原因です。転んで骨折から寝たきりにならないため

ります。代謝アップや不調解消を目指して、全身を伸ば

ロージョギングというプログラムがあります。歩幅は小さ

示・貸出します。

に室内でできるトレーニングと安全な歩行のための

す、マッサージのように押す方法を写真で解説。小顔

く、小刻みにジャンプするようにします。息切れせず、会

杖の使い方がわかります。

になれる効果も期待できます。

話ができるペースを守ることが重要です。

BOOK

『きんトレ』 久野信彦；著
自由国民社 ２階カラダ （493.18 ク）

BOOK

『親子でからだあそび』 佐藤弘道；著
世界文化社 ２階一般 （781.9 サ）

BOOK

『体が硬い人のためのやわらかストレッチ』
主婦の友社 ２階一般 （780.7 カ）

１０７歳で亡くなった成田きんさん。１００歳を超え

子どもたちと一緒に遊びながら筋力や基礎体力を育

筋肉量が減ると体の基礎代謝量が減り、食べたも

てから筋力トレーニングを始めたそうです。指導した

みましょう。つかまり歩きから、ぶら下がり遊びなど、親

のがそのまま脂肪になってしまいます。この本で紹

整骨院の院長が教えてくれる。道具を使わず、痛く

子のふれあいのなかで、子どもたちの筋力が成長しま

介されているのは、筋力低下を防ぐためのストレッチ

ないトレーニングを図で詳しく紹介しています。がん

す。お父さんが大活躍できる育児参加の方法として、

です。負荷が軽いレベルからスタートして徐々にレベ

ばらない、目標を定める、継続する、この３点が大

男性ならではの力強い遊びも掲載されています。ケガ

ルを上げていくようにすると「できる」ことが多くなって

事なポイントです。

をしないよう、楽しみながら体力をつけましょう。

いく充実感を得ることができるでしょう。

その６１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）詩「ざっそうのうた」を見たい。落合恵子さんがラジオで紹介していた。
だれの詩なのか・・・などほかのことはわからない。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●
①星明りのなか、音もなく黒い口が生まれた。

表門の片隅にある潜り戸がそっと開けられ、なかから男が出て

調査）

きた。

①当館検索機で「ザッソウノウタ」と検索する→ヒットするものなし。
②インターネットで「雑草のうた 詩」で検索→教育系 WEB でヒットあり。
鶴岡千代子 「雑草のうた」 教科書に掲載されている、東京書籍、５年生国語。
詩を引用しているサイトで、内容を確認してもらったところ、これであっている。とのこと。
ネット環境がないので、本で見てみたいという希望。
③紙資料で探す。
R９０３．１キ 『教科書掲載作品 小・中学校編』
ｐ３４３ ☆『みどりのしずく』新川和江：編 太平出版 １９８７年
教科書 東京書籍 「新編新しい国語 ５上」１９８６年
教科書 東京書籍 「新訂 新しい国語５上」１９８９年
教科書 東京書籍 「新しい国語 五上」１９９２年
３７．５ネ 『児童文学のある教室』根本正義 高文堂出版社
ｐ１４０ ☆鶴岡千代子 『白い虹』 教育出版センター １９７９年

「急いで番屋に・・・・・・」
②髪につけた伽羅の油の香とともに、柔らかい軀がゆっくりと離れ
てゆく。暖かい三蒲団からそっと出ていこうとする。
「どこへ行くんだい」
③彼女はゆっくりと目を開け、太陽の光を見る。太陽の直径は約
１４０万㎞。水素原子核の核融合で発せられたそのエネルギー
は、中心から１００万年あまりの年月をかけて表面へ達し、約６０
００度の熱を放つ。
④—-蛍を愛でながら式部どのを偲びましょう。
そういいだしたのは母の赤染衛門だった。
七十代も後半だというのに母はまだかくしゃくとしていて、招かれ

＊残念ながらいずれの資料も当館では所蔵していない。
教科書は２０００年代から、帯広市で採用されたもののみ所蔵（所蔵の教科書には掲載なし）
教育系の【群読／国語／詩／鑑賞】などの資料に引用されていないか確認するもなし。

ればあちらの歌会こちらの歌会と出かけてゆく。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇
①『茜の茶碗』 上田秀人 徳間書店 913.6 ウエダ

回答）当館資料で掲載資料を見つけることはできなかったが、他館より資料を取り寄せ対応
『みどりのしずく』 太平出版 ＊道立図書館より借用してお客様に提供

②『狐の飴売り』 宮本紀子 光文社 913.6 ミヤモ
③『彼女は鏡の中を覗きこむ』 小林エリカ 集英社 913.6 コバヤ
④『今ひとたびの、和泉式部』 諸田玲子 集英社 913.6 モロタ

