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平成27年9月1日

平成27年12月23日(水・祝)オープンを予定し
ている新中央図書館の建設について、お知らせし
ます。9月号では、新中央図書館のサービスにつ
いてお知らせします。

No.258
北見市立中央図書館
TEL

0157-23-2074

FAX

0157-23-9693

新中央図書館オープンとともに利用できる新しいサービスをご紹介します。オホーツクのアイデアス
ポットとしてぜひご活用ください！
①電子書籍貸出サービスが始まります
「電子書籍」は、パソコンなどで見ることのできる本です。新中央図書館では、この電子書籍の貸出を始めま
す。最近は出版物の約1割が電子書籍というほど普及していますが、まだまだ体験したこ
とのない方も多いのでは。
図書館で電子書籍の利用登録手続きをするとID/パスワードを発行しますので、ご自宅
で電子書籍を見ることができます。貸出も返却もボタンひとつ。お気軽にご利用ください。
運用開始当初は名作文学作品や北海道資料・絵本などを中心にとりそろえ、今後も増
やしていく予定です。

②調べもの相談（レファレンス）の充実
利用者の皆さんの調べものに役立つ、データベースを充実させました。
・北海道新聞記事検索システム
・官報情報検索サービス
・ジャパンナレッジ（インターネット辞書・事典検索）
・D1-Law（法情報・判例総合データベース）
・国立国会図書館デジタルライブラリー
など、便利なデータベースをご利用いただけます。
これまで本でしか調べられなかった事柄や、本では見ることのできなかった貴重な資料を便利な検索機能を
使って調べられるようになりました。

③視聴覚サービスの開始
新館には、映画やクラシックなどの音楽を楽しめる視聴覚ブースを設けました。音楽は、
クラシックを中心に150万曲以上の音源を楽しめる音楽配信サービス・ナクソスミュー
ジックライブラリーを利用可能。映像資料は、話題の映画やドキュメンタリーなどのDVD資
料など、700タイトル以上をご用意します（館内閲覧のみ）。
本を読むだけではなく、アイデアを温めたり、知的刺激を受けることのできる場としてご活
用いただけます。
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今月は、新しく図書館職員として勤務
おおはた

みか

することになった 大畑美佳 さんがオススメ
の本を紹介してくれます。
ゆ う べ

あ し た

「昨夜のカレー、明日のパン」

木皿 泉／著 河出書房新社

今月のオススメ本は、木皿泉さんの「昨夜のカレー、明日のパン」
です。
テツコ（寺山徹子）は7年前に夫である一樹を病気で亡くし、それ
からはギフ（義父）と2人で暮らしています。そんな2人の前に問題を
抱えたさまざまな人が現れ物語が展開していきます。なんだか不
思議な設定ですが、奇妙な絆で結ばれているテツコとギフの何気
ない日常生活や言葉にクスッと笑い、励まされ、少し泣けるユーモ
アのある作品です。
本作はドラマ「野ブタをプロデュース。」や「Q10」などの脚本を手が
けた木皿泉さんの小説処女作です。2014年の本屋大賞第2位に
選ばれ、昨年秋にはNHK BSプレミアムで、女優の仲里依紗さん主
演でドラマ化されました。
何度読んでもあたたかい気持ちになれる大好きな作品です。ご興
味のある方はぜひ読んでみてください。
☆この本は東分館、端野図書館、常呂図書館、留辺蘂図書館にございます。
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平成27年度児童文学者講演会

「にゃーごのやさしさ ティラノのおもいやり
絵本作家 宮西達也絵本ライブ」 が開催されました！
8月23日(日)、北見芸術文化ホール大練習室で、平成27年度児童
文学者講演会が開催されました。今年は絵本作家の宮西達也さんをお迎えして絵本ライ
ブを行い、親子連れなど約160人が来場しました。
宮西さんは、「にゃーご」や「おまえうまそうだな」「おとうさんはウルトラマン」シリーズなど、多
くのヒット作を生み出した、子どもにも大人にも人気のある絵本作家さんです。
今回の講演会では宮西さんご本人が絵本を読み、時折
冗談を交えながら会場全体を盛り上げてくださいました。
会場からは子ども達の笑い声はもちろん、お父さんお母さん
の笑いも絶えず、宮西さんがご指名したお父さん3人が絵本
を読み上げる場面もあり、大いに盛り上がりました。
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室だよ
分館・分
東分館

り

春光町6丁目1-22

中央図書館休館中は、分館・分室・地区館で貸出、返却ができます。
分館・分室のおすすめ本を紹介しますので、ぜひご利用ください！
緑地区分館

TEL 61-7147

「仲が良かったのは、難病のおかげ」
春山 由子／著 講談社／刊

上ところ682-1

ツツミマスさんのおしごとはなんでも
つつむこと。だから「ツツミマス」さん。
あるあさ、ちいさなとかげのおきゃくさ
まが「ねえ、つつんでったら！」と、お
みせにもってきたものは？
なんでもすてきにつつんでしまうツ
ツミマスさん。こんなおみせがちかく
にあったら、あなたはなにをつつんで
もらいますか？

相内分室

TEL 38-2644

余命宣告を受けた時、あなたは最後
に何をしたいですか？相次ぐ病床の閉
鎖、患者の難民化、激務に疲れ果てる
医師…。行き場のない患者が公園に
置き去りにされる時代に、終末期患者
の「最後の願い」を叶えようとする病院
がありました。患者が喜ぶことをしてあ
げた いと 余命わずかの 患者に寄り添
い、医療とは何かを模索する医師と看
護師たちの物語です。

東相内町288-15

相内町109-3

TEL 35-3066

「なっとうかあちゃん」
マスリラ／絵 苅田 澄子／文 講談社／刊

「笑って死ねる病院」
テレビ金沢／著 ワニブックス／刊

東相内分室

TEL 36-4841

「ツツミマスさんと3つのおくりもの」
こがしわ かおり／作 小峰書店／刊

進行性筋ジストロフィーという難病を
抱えた夫が「たった一回きりの人生を
自分らしく生きる」また、「どんなときも
希望を捨てない」という信念を芽生え
させてくれた。高校時代の出会い、再
会から結婚。育児と介護の日々の中
での気づきと、同じような暗闇の中に
いる人々へ「こんな生き方もある」と伝
えたいという思いでつづった「車椅子
社長・春山 満」との三十数年間の人
生の記録です。

上ところ分室

双葉町1丁目2-2

なっとうかあちゃんは、わらでくるま
れたおなかの中で100粒の子どもた
ちを育てています。おいしいなっとう
になるようにがんばるなっとうかあ
ちゃんですが、ある日うっかり朝寝坊
すると、おなかの中がからっぽ。子ど
もたちはあそびに行ってしまったよう
です。ばらばらになってまいごになっ
たらこまります。なっとうかあちゃん
は、子どもたちを見つけられるでしょう
か？なっとうがもっと好きになっちゃう絵本です。

中央図書館休館中の

TEL 36-4286

「グローブはかせの世界遺産 迷路の旅」
神山 ますみ／著 学研教育出版／刊

絵本の読み聞かせについて
毎週日曜日、中央図書館で行っている絵本の読み
聞かせは、休館中お休みさせていただきますが、読み聞
かせボランティアサークル「ころぽっくる」は、9月から12
月の間、毎月第1、第3土曜日に東分館で読み聞かせ
を行います。
東分館の読み聞かせボランティア「シロクマ」も引き
続き、毎月第3木曜日の11時から行っていますので、
親子連れでぜひ図書館に遊びにきてください！
☆ころぽっくる読み聞かせ 9月 5日(土) 11：00～
9月19日(土) 11：00～

マチュピチュ、アンコールワッ
ト、ヴェルサイユ宮殿、富士山な
ど…たくさんある人気の世界遺産
を舞台に、迷路や探し絵で遊び
ましょう！遊びながら世界遺産に
関する知識も得られ、一石二鳥
で楽しい本です。グローブはかせ
と一緒に、世界遺産の旅に出発
してみませんか？
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８月に入った新しい本
館

タイトル

著者

館

タイトル

相内分室

常呂図書館

上ところ分室

端野図書館

緑地区分館

五十嵐 貴久
荻原 浩
丸山 健夫
おかだ ちあき、もとし
おむかえまだかな
た いづみ
ぷっぺと銭湯おとうさん よしなが こうたく
探偵の探偵 ４
松岡 圭祐
珈琲屋の人々 宝物を探しに 池永 陽
怒れ、孫六
鳥羽 亮
暗号クラブ ５
ペニー・ワーナー
おつきみおばけ
せな けいこ
真・呪われた心霊写真FILE 並木 伸一郎
酢たまねぎでおいしく健康
村上 祥子
レシピ
「本当の自分」に気づく本 木村 藤子
もふもちゃんといっしょ 佐藤 涼音、もん
さくら ももこ、田中 史子
ちびまる子ちゃん劇場 5
今日も、カレー味
きじま りゅうた
短時間で作れる！焼かない
森崎 繭香
ケーキ
おきにいりと暮らすＡＢＣ 杉浦 さやか
うんこちゃん
のぶみ
7分間でゾッとする7つの話 山口 タオ

東相内分室

東分館

炎の塔
金魚姫
筆算をひろめた男

留辺蘂図書館

休館日と開館時間
■中央図書館
※新館移転作業のため、9月1日(火)から
12月22日(火)まで休館となります。

著者

借金道場（雇われ師範・豊
千野 隆司
之助）
おゆまるでスイーツデコ 関口 真優
しかけがおもしろい貯金箱 ブティック社
ディズニーのアイロンビー
ブティック社
ズ
モデルに聞いたこわい話
カオル
魔の刻
東京零年
赤川 次郎
教科書には載っていない太
武田 知弘
平洋戦争の大誤解
このミステリーがひどい!

小谷野 敦

電車検定

豊田 巧、裕龍 ながれ

シロクマゆうびんきょく 木島 誠悟
“ひとり出版社”という働
西山 雅子
きかた
それでも酔ってません

大竹 聡

焼きヨーグルトレシピ

井澤 由美子

丸天井の下の「ワーオ!」

今井 恭子、小倉 マユコ

おおがたバスにのってます! わたなべ ちいこ
柴田 謙介、歴史の謎を
江戸の人々の暮らし大全
探る会
国立科学博物館のひみつ 成毛 眞、折原 守
富士山噴火

高嶋 哲夫

よるのつみきだいさくせん 新井 洋行
水木しげるの妖怪なぞなぞ
水木 しげる、丹治 匠
めくり 山里の巻

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。

■東分館・緑地区分館
休館日：7日・14日・21日から23日・28日
開館時間：火曜／13時～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。

水～日曜／９時30分～17時

■上ところ分室・相内分室・東相内分室

読み聞かせ日程

休館日：7日・14日・21日から23日・28日
開館時間：火曜～日曜／13時～17時

＜中央図書館＞

■端野図書館

※休館中のため、読み聞かせはお休みです。

休館日：7日・14日・28日

＜東分館＞

開館時間：火曜～日曜／10時～17時

◆ 5日(土)11時～／ころぽっくる

■常呂図書館

◆17日(木)11時～／シロクマ

休館日：7日・14日・21日から24日・28日

◆19日(土)11時～／ころぽっくる

開館時間：火～土曜／９時～20時

＜留辺蘂図書館＞

日曜／９時～17時

◆ 5日(土)14時～／あのね

■留辺蘂図書館
休館日：7日・14日・21日から23日・28日・30日

◆12日(土)14時～／あのね

開館時間：火曜～日曜／10時～18時

◆19日(土)14時～／あのね
◆26日(土)14時～／あのね
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