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その１４５  くすりと健康講座 

 

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。 

【くすりと健康講座】 

★テーマ別オススメ資料 

【もっと知りたい！アジア】 

【星空・宇宙さんぽ】 

★調べてみよう・レファレンス 

【カントリーサインを調べる】 

 

 

帯広市図書館 
〠080-0012 

帯広市西２条南１４丁目３－１ 

http://www.lib-obihiro.jp 

  お申込み 帯広市図書館 電話０１５５－２２－４７００ 
 

まつもと薬局職員の方を講師にお迎えして、「くすりと健康」

について学ぶ講座を開催します。 

どなたでも参加できますが、事前申し込みが必要です。 

 

日 時 ２０１９年２月２１日（木）  

１３：３０～１４：３０ 

場 所 帯広市図書館 １階 多目的視聴覚室 

受講料 無料ですが、事前申し込みが必要 

定 員 先着３０名 

申 込 ２月１日（金）受付開始（電話／来館） 

     
 

  

からだ♪ナビ健康講座 

    くすりと健康  

http://www.lib-obihiro.jp/mobile/mblindex.html


        

 

 

         

 

        

            

                 

   

   

『秒速８メートルの宇宙から』 大西卓哉；著 

教育評論社 ２階一般 請求記号（538.9オ） 

 著者がアジア各国を旅して食べた現地の料理を、自分流にアレ

ンジしたレシピ集。アジアのごはんについてのエッセイもあり、  

読むだけでも旅気分が味わえます。スパイシーで食欲をそそられ

るアジアの料理、ぜひおうちで作ってみてください。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『謎のアジア納豆』 高野秀行；著  

新潮社 ２階一般 請求記号（383.82 タ） 

 アジアのジャングルの奥地で著者が出会った納豆ご飯。なぜこ

んな所に日本の納豆が？疑問を抱いた辺境作家が、その謎を解

くべくアジア各地と日本で繰り広げる、納豆をめぐる壮大な冒険。

知れば知るほど奥深い、納豆の真実とは？ 

 

BOOK 

 アジアは、世界６大州のひとつで、面積は世界陸地の約３分の１を占め、世界人口の２分の１以上、東は日本、北はシベリア、南はイン

ドネシア、西はトルコ、アラビアにわたる地域のことを示します。世界の都市のうち都市圏人口上位８位まではアジアに属する都市が占め

ています。そんな広大なアジアの国々について、多種多様な民族や文化、風俗などを楽しく知ることができる本を集めました。 

 

 

 

 

BOOK 

２月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

 天体観測に役立つ星空ガイドブック。季節ごとに変わるメイン星座の見つけ方（方角、距

離感覚、都会でもみつけることのできる光量かどうか）や神話が紹介されています。巻末

には天文台リスト、星座索引、スマホアプリ情報などがあり初心者にもわかりすい。 

BOOK 

 

『プラナカン』 太田泰彦；著 

日本経済新聞出版社 ２階一般 請求記号（334.52オ） 

『人生１００年の習慣』 ＮＨＫスペシャル取材班；著  

講談社 ２階一般（498.38ニ） 

 

『星座の見方がわかる本』 縣秀彦；著 

学研プラス ２階一般 請求記号（443.8ア） 

「プラナカン」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。東南ア

ジアにいる人々で、気高い美意識を持ち、アジア経済界を動かし

ていると言われています。プラナカンとは何者なのか。東南アジア

の各地を巡り、謎の民の実像に迫ります。 

 

 番組の取材を進めるうちに、１００歳以上の長寿者に

共通する習慣や特徴が見えてきました。番組で紹介し

きれなかったことをまとめたもので、エビデンスに基づく

内容です。医療技術の進化とともに迎える人生１００年

時代、元気で長生きするためのヒントがわかります。 

１１３日間、宇宙に滞在した大西卓哉宇宙飛行士の日記です。ISS でのミッションが詳

細に記録されているため、読むだけで宇宙飛行士の日常を体験できます。健康管理の方

法や食事についての記載が多いのも親近感が持てて、読みやすいです。 

   □□■□ もっと知りたい！アジア ■□■

□□■ 

 

 
 

 

 さまざまな統計数字を駆使して、１日に○○○なことが

わかります。地震の発生は１２．２回、海外からの旅行者

は６万６０００人、結婚は１６９６組。それぞれに根拠や数

字の出典も示されているので、わかりやすく知ることがで

きます。１日単位で考えることで数字を実感！ 

『夜空と星の物語 日本の伝説編』 森山晋平；編著  

パイインターナショナル ２階一般 請求記号（443.8モ） 

BOOK 

 

『アジアのかわいい刺繍』  

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（753.7ア） 

  アジア各地から買いつけられた品々のなかから、人々の暮らし

の中で受け継がれてきた伝統刺繍を紹介。刺繍を通して、作り

手の込めた想いが伝わってきます。多くの民族が暮らすアジアな

らではの、多種多様な模様、色彩をお楽しみください。 

 

 

よむ 

『日本で１日に起きていることを調べてみた』 

宇田川勝司；著 ベレ出版 ２階一般（351ウ） 

 

 

 日本各地で語り継がれてきた、星に関係する伝説を美しい写真とともに見ることができ

ます。有名な七夕伝説はじめ、こんなにも多くの伝承が存在するのか、と驚きます。昔の

人たちも夜空を見上げて思いを馳せていたのでしょう。 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆ 

BOOK 

 

トショ 

BOOK 

 

『太陽系観光旅行読本』 オリヴィア・コスキー＆ジェイナ・クルセヴィチ；共著 

露久保由美子；訳 原書房 ２階一般 請求記号（538.9 コ） 

BOOK 

 

BOOK 

『会議の９割はムダ』 末松千尋；著  

ＰＨＰ研究所 ２階ビジネス（336.2ス） 

 

 

２月になり、寒さも本格的になってきました。 

かねてより募集をしていました、第９回とかちジュニア文芸は 

２月２４日（日）に優秀作品を収録した作品集を発行します。 

書き手を１８歳以下に限定しているこの文芸賞ですが、今回

の応募人数は１９７名、作品数は２４０点でした。作品集には

童話、詩、短歌、俳句を掲載するほか、表紙も同じく公募の

作品が採用されます。お楽しみに！ 

 

 

労働生産性が世界最下位の日本。働きかた改

革、合理主義など時間短縮が求められています。

長時間労働が美徳の時代は終わり、新しい価値観

の時間管理が求められています。打合せや会議に

費やす時間をどの程度削減できるのか、根幹を変

える考え方と導入方法を解説しています。 

 

 

★★★★★★ 星空・宇宙さんぽ ★★★★   
              冬の夜は、空気が澄んで星の輝きが美しく見えます。きらきらときれいな

夜空を堪能するためのとっておきの方法、宇宙に関係する本（宇宙開発・

ロケットなどなど）をご紹介します。 

２０１９年２月２０日は月が最も地球に近づくスーパームーンです。 

BOOK 

 

 宇宙旅行が現実となりつつある時代。太陽系の惑星に旅行に行くならここがオススメ！

と、さまざまな惑星の特徴や見どころを旅行ガイド風にまとめています。重力や環境の違

いを活かした体験を提案してくれます。イメージ画像も多く、夢が膨らみます。 

『自律神経を整える「１日３０秒」トレーニング』  

小林弘幸；著 イースト・プレス ２階一般（498.3 コ） 

 休息をとっても疲れが抜けない、集中できない、イラ

イラする、痩せにくい、なんとなくだるい。思い描く理想

のパフォーマンスができない、体調のせいで前向きに

なれない、それを解決するカギは自律神経です。自分

で簡単に整える方法、教えます。 

『会話に困らない！使える「雑談力」１５００』  

西東社 ２階一般（049 カ） 

 ちょっとした世間話に使える話題がぎっしり詰まってい

ます。社会経済から生活の裏技、一般常識など幅広い

ジャンルに対応しています。大人の好奇心を満たしてく

れる内容。初対面の人と話が続かないとお悩みの方に

こそ読んでほしい１冊。 

BOOK 
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本の題名に数字が入っている

ものを図書館で探してみるとたく

さんありました。数字で具体的に

示されるとイメージが明確になり

ます。 

BOOK 

 

『やる気のないチームを劇的に変える３分の習慣』  

樋口圭哉；著 秀和システム ２階ビジネス（336.47 ヒ） 

  

 
 チームを向上させるために、リーダーが実践すべ

き、ちょっとした工夫や意識改革が書かれていま

す。毎日３分の働きかけで十分結果がついてくる。

シンプルで継続できる方法なので即効性があると

話題のシステムです。 

『アジアのごはん』 ワタナベマキ；著 

主婦と生活社 １階生活 請求記号（596.22ワ） 

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82
https://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_4564.html


         

                                                        

   

 

 

 

                                 

 

 
 

「続きが気になる本。」ございます。 

 ついつい、続きを読みたくなるような魅力的な書き出しの小説を紹介

していきます。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○● 

 

①この男は実に不器用きわまりない人間で、恋心を打ち明 

 けるのに十二年もの歳月を要してしまった。そもそも、 

 はじまりは十四年ほど前に遡る。 

 

②チャンピオンベルトは決して津軽海峡を越えられない。 

 つまりそれは、北海道からボクシングのチャンピオンは 

 生まれない、ということなのだが、長く知られたその常 

 識を打ち破り、かつて、道内から初めて日本チャンピオ 

 ンが生まれた。 

 

③ほどなく年が明ける。ただし成人式にはでられそうもな 

 い。気に病むほどのことではない、吉田琴美はみずから 

 の心をそう説き伏せ、執着を捨てようとしてきた。 

 

④今夜も山は冷えそうだった。 

 埃っぽい廊下の床で、若宮真司はあぐらを掻いて靴下を 

 履いた。厚い防寒用の靴下だが親指に穴があいている。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『エッグマン』 辻仁成 朝日新聞出版 913.6 ツジ 

②『無敵の二人』 中村航  文藝春秋 913.6ナカム 

③『瑕疵借り』 松岡圭祐 講談社 913.6 マツオ  

④『ウォーターゲーム』 吉田修一 幻冬舎 913.6 ヨシダ 

その７１の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

レファレンス（reference） 

参考・参照図書・問い合わせ・

照会、リファレンスともいう 

（『imidas』より） 

 

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

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・・・。 

 

 

質問）十勝管内のカントリーサインを知りたい。（小学生の自由研究） 

 

調査）まず、カントリーサインってどのようなものか、調べる 

（キーワード：カントリーサイン／道路標識） 

    蔵書検索・北海道新聞検索・十勝毎日新聞検索を使う 

   

＊カントリーサインとは、自治体の境界を表しており道路に設置されているイラストの標識。 

   １９９０年、北海道開発局が「親しみと潤いのある道路環境」を目指して設置をしたもの。 

   図柄は帯広開発建設部が作成した。（１９９０年８月１５日／１０月１７ 十勝毎日新聞） 

   その後、自治体が図柄を公募などして変更している場合もある。 

   ＊本別町が２００１年の開町百年事業の一環として公募で選ばれた新デザイン採用。 

   ＊忠類村が幕別町と合併によって変更、２００９年に新デザイン採用。 

   ＊広尾町が２０１８年開町１５０年記念事業の一環でデザイン変更を予定している。 

   ＊問い合わせ等の総合的な窓口は、札幌開発建設部 道路維持課 交通管理係。 

 

回答）以下の資料に一覧で掲載されているが、発行年によっては図案が変更されている自治 

    体があるので注意する。 

    

   発行年順に並べる（古い→新しい） 

    ２００５年 『帯広どぼく』 北海道帯広土木現業所 H510.91オ 

      ２００６年 『北海道わくわく地図えほん』 北海道新聞 29.1ホ、H291ホ 

      ２００８年 『北海道ベストプラン ０８－０９ 』 旺文社 291.1ホ、H291.09ホ 

      ２０１１年 『なまら北海道 不思議の大地』 廣済堂出版 291.1 ｾ （モノクロ） 

      ２０１８年２月１６日 北海道新聞 朝刊 ｐ４ 北ガスの広告（カラー） 

    

この他、インターネットで検索すると、カントリーサインの紹介ページが色々とある。 

（公式、非公式問わず） 

例えば… 「北の道ナビ」 カントリーサイン一覧があり、クリックすると説明が開く。 

北の道ナビ http://northern-road.jp/navi/j/index.htm 

 

https://www.irasutoya.com/2018/12/blog-post_79.html

