◆◆◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています◆◆◆
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【今月の特集】
★帯広市図書館から、こんなことを

蔵書点検のお知らせ

発信しています
【蔵書点検のお知らせ】

本の蔵書点検作業のため、５月２４日（金）～５月３０日（木）まで、お休みを
頂きます。
みなさまにはご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【蔵書点検ってなあに？】
年に１回、図書館の所蔵する本が紛失・行方不明になっていないか、
職員が一冊一冊手作業で点検をすることです。

【貸出拡大企画のお知らせ】
★テーマ別オススメ資料

【植物のチカラ】
【行ってみたい！
あんな場所・こんな場所】
★調べてみよう・レファレンス

【移動図書館車・ナウマン号に
ついて】

貸出拡大企画のお知らせ

ＣＩＴＹ
上記の蔵書点検作業による休館にともない、お休みの間みなさまにたくさん
本や雑誌・視聴覚資料を楽しんでもらうため、下記の期間に貸出拡大を行
います！ぜひ！この機会にご利用ください♪

ＬＩＢＲＡＲＹ
2019.５ vol.14９

◆貸出拡大期間◆
５月１０日（金）～５月２３日（木）
◆借りられる冊数◆
本・雑誌 → 合わせて１５点まで
視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤなど） → 合わせて５点まで

帯広市図書館

◆貸出期間◆ ３週間

【お問い合わせ】帯広市図書館

☎0155-22-4700

〠080-0012
帯広市西２条南１４丁目３－１
https://www.lib-obihiro.jp

★☆★行ってみたい！あんな場所・こんな場所★☆★

≪５月のカレンダー≫
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５月になりました♪♪♪

月

火

先月から引き続いての

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

１０連休中も、帯広市図
書館は１８時まで開館し

本の紹介は… 『書名』・（請求記号）・本のある場所・著者名・出版社名の

ています！

順番で表記しています。（※著者名が無い場合あり）
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“春”真っただ中の今、日本・世界に関わらずどこかに行ってみたくなりますよね。
きっと読めば行ってみたくなる！行った気になれる！そんな本を紹介します。
BOOK

『ニッポン絶景ロード１００』 （291.09 ﾆ）
２Ｆ旅行

枻出版社

車やバイクなどでのドライブにピッタリな景色の美しい１００の道路を、北海道から
沖縄までエリア別に紹介しています。この本片手にドライブにでかけませんか？

新緑のまぶしい季節がやってきました。
新学期や新年度の緊張、ゴールデンウィークの賑わいでちょっぴり疲れを

□■□ 植物のチカラ ■□■

感じるのもこの頃ですね。

北海道からは美瑛の丘や三国峠など１２カ所が掲載されています。
BOOK

『世界の美しい色の祭り』 （386 ﾜ）
２Ｆ一般

おなじみの植物たちのチカラを借りてリフレッシュしてみませんか。

渡部 隆宏／著

エクスナレッジ

世界のお祭りを赤・黄・青・緑・カラフル・白黒の６つの色別で紹介し、お祭りの開
BOOK

『ボタニカルイラストで見る野菜の歴史百科』 （626.03 ｱ）

催時期や参考サイトのＵＲＬなども掲載されています。
世界各地に伝わるさまざまなお祭りを、色鮮やかな写真で楽しめる一冊です。

今や世界中で繁殖し、「外来侵略植物」の代名詞となってし

２階一般
原書房

まった「イタドリ」。

約７０種の野菜の栽培の秘訣、歴史、栄養素や保存法、シ

オランダの医師シーボルトが長崎滞在の土産として日本から

ンプルなレシピのほかに家庭菜園に関する昔ながらの知恵

持ち帰った、名も無き雑草の旅をたどる異色の写真集です。

などを紹介します。英国王立園芸協会所蔵の美しいイラスト

スイスの国立公園内にある石造アーチや明石海峡に架かる世界最長のつり橋な

が魅力的な一冊です。

ど、１８９の世界の橋を美しい写真とともに紹介しています。そのデザイン性やダイ

『あたらしい草花あそび』 （781.9 ｱ）

ナミックさに圧倒される一冊です。橋でめぐる世界旅行へ出かけてみましょう。

２階一般

BOOK

BOOK

『Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｌａｎｔｓ』 （479.64 ﾜ）
渡邊 耕一／著

青幻舎

BOOK

『本物の花を身にまとうかわいい生花のアクセサリー』
（751.9 ﾎ）
２階一般

２階一般
ｓｃｈａｆ・Ｌｕｅｕｒ・ＴｉｃＴｉｃｍｉｅ..／著

日本文芸社

サイモン・アケロイド／著，内田 智穂子／訳

相澤 悦子／著

山と渓谷社

身近な小さな草花たちの姿を生かして、香りや手ざわりを楽

お気に入りの生花をアクセサリーにできたら…。自分の庭で
育てた花や、野山でみつけたものでも大丈夫。加工やコーテ
ィングの仕方、必要な道具などを初心者向けに丁寧に教え

BOOK

２Ｆ一般

BOOK

車やバイク、電車に乗って出

BOOK

かけましょう！

２階一般

２階では、「乗り物」に関する

世界文化社

本の展示・貸出をします。
どうぞご利用ください♪

BOOK

パイインターナショナル

美しい町研究会／著

エクスナレッジ

日本の各地には古くて美しい町並みが残る“重要伝統的建造物群保存地区”

のんびりお散歩しながら花びら、つぼみ、葉っぱなどの材料を

があります。そのエリアを含む１１９カ所を写真とともに掲載。

さがしてみましょう。

『ＪＲ全車両大図鑑』 （536 ﾊ）

パイインターナショナル／編著

『日本の最も美しい町』 （521.85 ｳ）
２Ｆ一般

しみながら作品づくりをする「草花あそび」。

その町の歴史や文化をたっぷり堪能できる内容です。

てくれます。
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『世界の美しい橋』 （515 ﾊﾟ）

BOOK

原口 隆行／編著，井上 廣和／写真

『絶景！日本全国ロープウェイ・ゴンドラ
コンプリートガイド』 （536.76 ﾅ）
２階一般

中島 信／著

BOOK

『洗車のテクニック＆メンテナンス』 （537.7 ｾ）
２階一般

カーケアジャパン／監修

成美堂出版

みなさんの車、汚れていませんか？

扶桑社

新幹線から普通車・機関車などについて幅広く掲載し

日本国内１３８のロープウェイ・ゴンドラの情報を地域

台所用中性洗剤を使ったエコな洗車方法を紹介

ている鉄道車両の大図鑑です。豪華列車やイベント列

別に紹介しています。北海道からは星野リゾートトマ

しています。ピッカピカな車やバイクでドライブに出

車は社内を写真付きで紹介しています。鉄道の魅力

ムの雲海ゴンドラなど２２カ所が掲載されています。

かけましょう！

が詰まった一冊です。

迫力満点で壮大な魅力を感じてみませんか。

『町で活躍する働くクルマのすべて』 （537.9 ﾏ）
２階一般

三栄書房

BOOK

『最新バイクカタログ ２０１８』 （537.98 ｻ）
２階一般

枻出版社

BOOK

『日本のバイク遺産』 （537.98 ﾆ）
２階一般

佐藤 康郎／監修

モーターマガジン社

日頃目にすることのある救急車やパトカー、ゴミ収

国内バイクや輸入バイクなどを網羅したバイクカタログ。

ヤマハやホンダ、スズキやカワサキなど、日本の国

集車などの車。それぞれの車の特性と内部の構

バイクを買う予定のある人もない人もこの一冊を読めば

産４メーカーの２５０ｃｃスポーツ車の歴史がこの一

造を豊富な写真で詳しく紹介しています。

詳しくなること間違いなし！未来の愛車に出合えるかもし

冊でわかります。豊富な写真を見れば、懐かしい記

普段、見ることのできない車の内部までがまるわ

れません。

憶がよみがえるかも!?

かり！

調べてみよう！レファレンス
図書館では、どのような手順で調べものをしているの？

その７４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、リファレンスともいう

司書が調査の過程を公開します。

（『ｉｍｉｄａｓ』より）

「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。

みなさんが調べるときの参考になれば…。

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）帯広市図書館 移動図書館車「ナウマン号」の下記の３つについて知りたい

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●

・名前の由来

・名前の付け方

・いつ頃名前を付けたのか

➀ロックンロールだぜ、人生は！
昨夜インターネットで観た音楽番組で、ナイト・ドリーマーというロ

調査）帯広市図書館や移動図書館に関する図書や新聞などを幅広く調査。
検索キーワード：帯広市図書館／ナウマン（号）／移動図書館（車） など

ックバンドがそう歌っていた。全くもって同感である。
②まずいな・・・・・・。
ロードバイクのサドルの上で梶山浩介の顔が曇る。

回答）

少しだけ、気を抜いた。沿道に見つけた日の丸の旗が原因だ。

【図書】
１）『帯広市図書館要覧２０１８』（Ｈ０１６．２３２オ，０１６．２１オ）…Ｐ２「昭和４５年１０月 移動図書館車

③古ぼけた高層アパートの一室、狭苦しい床いっぱいに新聞紙が

を新車に更新、愛称を募集し「ナウマン」とする。（積載図書１，２００冊）」と記載あり。

広げられている。

２）『マスター連協３０年のあゆみ』（Ｈ０１６．２９シ）…Ｐ２０「移動図書館バス「ナウマン」の名前って誰

その中心に、張英才（チョウインチョイ）は立ち尽くしていた。

がつけたの？」の中に名付け親によるエピソードが掲載。
３）『帯広市史 平成１５年編』（Ｈ２１３．２オ，２１１．３オ）…Ｐ８７６「～この年（昭和４５年）移動図書館
車を新車に更新し、愛称公募の上「ナウマン号」とした。」と記載あり。
【新聞・その他】
１）「広報おびひろ」
・№２３９（１９７０年８月）…Ｐ６「図書館だより」に移動図書館車の名称公募の記事あり。

④いくよ、５秒前。
４。
３。
（聴こえてる？そこにいるよね？大丈夫。目を開いて・・・・・・）
２。
―深呼吸。

・№２４０（１９７０年９月）…広報おびひろお知らせ№５に「図書館車は「ナウマン」〈図書館〉」という記
事あり。
２）十勝毎日新聞…昭和４５（１９７０）年９月１７日３面「「ナウマン」に決まる 市の図書館車名」
３）十勝日報…昭和４５（１９７０）年９月１６日１面「図書館車の愛称”ナウマン” 東小の佐藤さん」

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇
①『闇夜の底で踊れ』 増島拓哉 集英社 913.6 ﾏｽｼﾞ
②『エスケープ・トレイン』 熊谷達也 光文社 913.6 ｸﾏｶﾞ
③『アノニム』 原田マハ KADOKAWA 913.6 ﾊﾗﾀﾞ
④『あなたはここで、息ができるの？』
竹宮ゆゆこ 新潮社 913.6 ﾀｹﾐ

