2015年6月号

平成27年6月1日
平成27年度供用開始を予定している、新中央図書館
の建設についてお知らせします。
詳しい内容は、「中央図書館建設事業基本設計(概要
版)」として、ホームページや図書館で公開しています。

No.255

北見市立中央図書館
TEL

0157-23-2074

FAX

0157-23-9693

★場所と児童サービスについて

場 所
計画地は、ＪＲ北見駅の南側、近くには北見芸術文化ホールがあります。
線路を横断するミントロードと結節するため、中心市街地からお越しの方にも利用しやすい
場所です。

■１階平面図

1階床面積
約2,600㎡

児童書コーナー 靴をぬいで、リラックスして本が読めるプレイスペース
児童書は、1階の東側にあります。靴を脱いで本が読めるスペースがありますので、お子さんがくつろいで座っても、
赤ちゃんがハイハイしても大丈夫。
子ども達に人気の本や、調べものに使える図鑑や知識の本、触って楽しむ布の絵本などもご用意しています。また、
読み聞かせに使える紙芝居や大型絵本なども取り揃えています。

おはなしの部屋
・ 学 習

室 読み聞かせや、調べ学習に

児童書コーナーの北側には、「おはなしの部屋」「学習室」を設けました。
おはなしの部屋では、読み聞かせイベントなどのほか、利用者が声を出して読み聞かせもできます。
市内学校の見学学習時に使える学習室では、図書館の資料を使った調べものなど、総合的な学習の時間などを
使った授業に対応できます。

家事コーナー お子さんが見える位置で、自由に本が選べます
料理や裁縫・手芸などの本は、家事コーナーとして児童書コーナーの隣に配置しています。
近くには授乳室も用意していますので、乳幼児と一緒のお母さんも安心して利用できます。新館では、家事に関する本を
充実させています。
子育ての息抜きに、献立のアイデアを探しに、気軽にお立ち寄りいただけるスペースです。
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新中央図書館の建設について、ここでは雑誌・新聞コーナー、視聴覚
コーナー、エントランスについてお知らせします。

1階床面積
約2,600㎡

★雑誌・新聞・視聴覚コーナーについて
雑誌コーナー 現在のタイトルから拡充。スポンサー制度も導入予定
雑誌コーナーは、現在の約80タイトルから、大幅に拡充して約140タイトルを予定しています。
さらに、雑誌スポンサー制度を導入し雑誌のカバーに広告を掲載して、地元企業の情報や催しものなど、雑誌を読みな
がら様々な分野の情報が得られるスペースになるよう工夫していきます。

新聞コーナー 読みやすさが違う！新聞閲覧専用テーブルを導入
新聞コーナーには、新聞を広げやすいように傾斜がついた新聞閲覧専用テーブルを導入予定です。
めくりやすく、読みやすいので、その日のニュースもらくらくチェック。
図書館では、各ご家庭では中々むずかしい、新聞の読み比べもできます。新聞によって、同じ記事でも報じ方の違いが
あることを知れば、グローバルな視点を養えます。
また、英字新聞やこども新聞も導入予定。これまで新聞を読んだ事のない方も、どうぞお手にとってみてください。

視聴覚コーナー ＤＶＤと音楽配信が楽しめます
視聴覚専用の端末をご用意しました。
ドキュメンタリー、子ども向け科学、古典芸術などのＤＶＤのほか、音楽は音楽配信システムを利用し、館内で視聴いた
だけます。
音楽配信では、Naxos Music Library（ナクソス・ミュージック・ライブラリー）を導入予定です。クラシックなどを中心に、
ＣＤ約99,000枚以上の曲を館内で聴くことができます。音の良さを味わいたい方にも楽しんでいただけるよう、専用の
ヘッドフォンとアンプを付けた端末もご用意しています。

★エントランス・多目的視聴覚室について
休憩ラウンジ
図書館に入ってすぐのエントランスホールには、休憩ラウンジを設けます。コーヒーを飲みながら本を読んだり、待ち合わ
せにもご利用いただけます。

展示案内スペース
管内・道内の博物館や美術館のほか、自治体等が開催するイベント、文学賞募集ポスターなどを展示します。本を提
供するだけではなく、市民の皆さんが文化に触れることのできる情報も提供できる施設を目指しています。

多目的視聴覚室
エントランス近くには、約120人が入れる多目的視聴覚室を設け、映像資料を上映できる機器や、音響機器を設置す
る予定です。
図書館では、古い郷土映像資料や、1万枚以上のレコード資料を所蔵しています。新館では、これらの貴重な資料を
鑑賞できるイベントを企画し、市民の皆さんに、古きよき北見の面影を伝えます。
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“フットパス”って
知っていますか？
“フットパス”とは、イギリスで生まれ広まった「歩くことを楽しむための
道」のことです。ウォーキングが日本でもなじみになりましたし、ランニン
グ人口も大変多くなり、マラソン大会も大勢参加者がいますね。フットパ
スは、ほぼ整備された自然の中の道や街並みを、自分のスタイルで楽
しみながら歩くことです。順位をつけられることもないし、目的地に必ず
時間通りに行かなければならないものでもないので、仲間や夫婦、もち
ろん一人でも始められます。「フットパスベストコース北海道Ⅰ」（ダイ

ヤモンド・ビッグ社）→では、上富良野の「千望峠」や新得の「サホロ湖」
のほか、自然を楽しめる北海道のコースを紹介しています。これからの
時期、気持ち良く歩けることでしょう。

そして、道をつないで何日も長い距
離を歩く“トレイル”、さらに何百キロも
歩く“ロングトレイル”というのも世界各
地で広まり、日本でも、だんだん道が
整備されてルートが増えています。
←「日本ロングトレイルガイドブック」（アウトドア出版部／編、山と溪谷社）では、北
海道の「北根室ランチウェイ」が紹介されています。中標津から養老牛の牧場を通り、
摩周湖まで行く２泊３日のコースです。もちろん日帰
りで少しずつ歩くのも自分次第。ハイキングともウォー
キングとも違う、登山ともマラソンともちょっと違う楽し
み方を紹介しています。

歩くのにハマった！今度は海外も！という人には、１７１kmのフランス・スイスのオート
ルートや、ニュージーランドのミルフォード・トラックなどを歩いて紹介した「シェルパ斉藤

の世界１０大トレイル紀行」（斉藤政喜／著、山と溪谷社）→をどうぞ！

中央図書館6月の展示
一般書展示「アウトドアを楽しもう！」

児童書展示「むしのふしぎ」

アウトドアのシーズン到来！登山やピクニック、キャンプな

６月４日は虫の日。「６（む）４（し）」の語呂合わせで、漫画

どに役立つ実用書や、アウトドアを題材として扱った小説を 家・手塚治虫らによって設立された日本昆虫クラブが記念
集めて展示します。

日として提唱しています。
知れば知るほど不思議がいっぱい…
そんな虫の本と虫が出てくるお話を
展示します。
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5月に入った新しい本
館

館

余命
ありがとまと

東相内分室

東分館

著者
神田明神
鴻上 尚史
宮部 みゆき
実業之日本社
安田 夏菜、しんや
ケロニャンヌ
ゆうこ
日本百名山ひと筆書き
田中 陽希
賢く「言い返す」技術
片田 珠美
一〇三歳になってわかったこと 篠田 桃紅

相内分室

中央 館

タイトル
神社のおしえ
クール・ジャパン!?
過ぎ去りし王国の城
北海道おさんぽマップ

端野図書館

緑地区分館

五木 寛之
わたなべ あや、窪
田愛
波多野 聖
秦 建日子
小谷 寿美子
Ｐ．Ｊ．ナイト
川崎 美羽、an

遠藤 周作

嵐、ブレイク前夜

元「嵐」側近スタッ
フ一同

留辺蘂図書館

人生、ぐうたらに徹すべし

常呂図書館

上ところ分室

メガバンク絶滅戦争
冤罪初心者
その薬があなたを殺す！
恐怖のお泊まり会 ６
イケカジなぼくら ７
昨日の自分を超える「名言全
パブラボ
文」
ココナッツオイルが糖尿病に効
白澤 卓二
く!白澤メソッド
死ぬまでに見たい!世界の美しい
エクスナレッジ
家

休館日と開館時間
■中央図書館

タイトル
３６５日のプチプラコーデ
コウケンテツのごはん食
お引っ越し

著者

のりこ
コウケンテツ
真梨 幸子
わたなべ あや、窪 田
かたづけやさーい
愛
きみへのおくりもの
刀根 里衣
閉店屋五郎
原 宏一
ばんざいまたね
萩本 欽一
黒子の流儀
春田 真
テディベア探偵 ３
山本 悦子、フライ
工藤 純子、カスカ ベ
ダンシング☆ハイ ２
アキラ
おからパーフェクトマフィン 重野 佐和子
ひとりぶんのおうちご飯
足立 洋子
人生で一番役に立つ「言い方」 小林 弘幸
森は知っている
吉田 修一
木の実は旅する
渡辺 一夫、安池 和也
国境のない生き方
ヤマザキ マリ
超訳日本国憲法
池上 彰
持たざる者
金原 ひとみ
ぱっちり、朝ごはん
阿川 佐和子ほか
こぐまのミモのジャムやさん いちかわ なつこ
老いの作法
菊池 和子
武道館
朝井 リョウ
トットひとり
黒柳 徹子
ねこ輝く
岩合 光昭
も と し た い づ み、
うらない★うららちゃん 2
ぶーた

ここに掲載している以外にも新刊はたくさん
あります。お近くの図書館やホームページなど
でご覧下さい。

休館日：1日・8日・15日・22日・29日・30日
開館時間：火曜～金曜／９時30分～19時
土・日・祝／９時30分～17時

※お近くの図書館で予約や受け取りも可能です。詳し
くはカウンターへお問い合わせください。

■東分館・緑地区分館
休館日：1日・8日・15日・22日・29日
開館時間：火曜／13時～17時

読み聞かせ日程

水～日曜／９時30分～17時

＜中央図書館＞

■上ところ分室・相内分室・東相内分室
休館日：1日・8日・15日・22日・29日

◆ 7日(日)13時～／ころぽっくる

開館時間：火曜～日曜／13時～17時

◆14日(日)13時～／お話の会

■端野図書館

◆20日(土)11時～／つくしんぼう

休館日：1日・8日・15日から22日(蔵書点検)・29日

◆21日(日)13時～／ころぽっくる

開館時間：火曜～日曜／10時～17時

◆28日(日)13時～／お話の会

■常呂図書館

＜東分館＞ ◆18日(木)／11時～／シロクマ

休館日：1日・8日・15日・22日・29日

＜留辺蘂図書館＞

開館時間：火～土曜／９時～20時

◆ 6日(土)14時～／あのね

日曜／９時～17時

◆13日(土)14時～／あのね

■留辺蘂図書館

◆20日(土)14時～／あのね

休館日：1日・8日・15日・22日・29日・30日

◆27日(火)14時～／あのね

開館時間：火曜～日曜／10時～18時
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