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その９２ 第６８回読書週間事業のお知らせ 

 

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。 

【第６８回読書週間事業】 

★テーマ別オススメ資料 

【あの旅、この旅】 

【家族の「いつか」に備える】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【本のリサイクル市】 

 

帯広市図書館 

お問い合わせ 

帯広市図書館 電話：0155-22-4700 

どの事業も図書館１階多目的視聴覚室で行います。入場無料・申込不要です。 

このほか１階ロビー展示コーナーでは、プロ野球日本ハムファイターズの読書応

援パネルの展示、１階展示コーナーは「日本のスゴイ人」をテーマにした資料展

示など読書に親しむ企画をたくさん用意しています。 



                      

 
                                    

 

 

          

 

        

          

                 

             

  

よよむむ  
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆☆  トトシショョ  

BOOK 

 秋の紅葉、農産物の収穫イベント、○○マルシェなど、この時期はイベントも多く開催されています。おでかけや旅行にはもってこいの季節

です。旅行ガイドや紀行文を読んで、脳内行ったつもり旅行ももちろん良いのですが、自分で直に感じる体験はいかがでしょう。たまには日常

を離れてどこかへ行きたいと思っているあなたへ、行き先決定の一助になれば幸いです。 

 

 

『老いを嘆いちゃもったいない！』 岡田信子；著 

青春出版社 ２階一般 請求記号（367.7オ） 

旅をするとき、ホテル選びは重要です。それはもちろん休む場

所として。でもこの本が紹介しているのは、砂漠に浮かぶテントや

クリスマスツリー型やジェット機など、そこに泊まることが一番の

目的になってしまうほどユニークな建物ばかりなのです。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『フィンランドのアラビア手帖』  

パイインターナショナル ２階一般 請求記号（573.2フ） 

日本でも人気の陶磁器ブランドであるアラビア。その歴史から

現在に至る作品の数々が楽しめるのはもちろんのこと、工場の様

子や、その上階に開設されている美術館、また、ヘルシンキにあ

るショップなども紹介されていて、フィンランド熱、高まります。 

 

BOOK 

 

『おさんぽ美術館』 杉浦さやか；著  

白泉社 ２階一般 請求記号（706.9ス） 

 お散歩目的の旅もいいですね。ゆっくりと美術館や雑貨屋さん

めぐりなどをして、周辺のカフェでひとやすみ。というような、のん

びりプチ旅行にはぴったり。イラストレーターである作者の絵本

のようなこの本には、谷根千、鎌倉、神戸、長崎など１８のコース

が収録されています。 

 

BOOK 

 

『京都 カフェと洋館アパートメントの銀色物語』 川口葉

子；著 東京書籍 ２階一般 請求記号（673.98 カ） 

手にとってパラパラとめくっただけでは単なるガイドブックなの

かと勘違いしてしまいそうですが、いったん文字に目を移すとま

るで小説を読んでいるかのよう。作者の文章とノスタルジックな

世界観に現実と物語が交錯するような不思議な感覚が味わえ

る一冊です。 

 

 図書館周辺の木々も色づき、落ち葉もカサカサとにぎや

かです。２・３階の読書テラス開放は今月で終了します。 

かねてより募集していました「ジュニア文芸」の作品募

集は１０日１０日（金）必着で締め切りとなります。 

２７日（月）からは第６８回読書週間がはじまり、図書館

でもさまざまなイベントや展示を準備しています。 

どのイベントも参加無料・申込不要です。お楽しみ

に！！！ 

 

１０月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

親が急に倒れて入院！この行動はもしかして認知症？さあどうしたらいいと悩む前に

知っておくと助かる医療保険や介護保険、様々な制度等の手続きの方法を紹介してい

ます。 

 
BOOK 

『不安解消！親の入院・介護のしくみと手続きがすぐわかる本』 城島明彦；

ほか共著 秀和システム ２階一般 請求記号（369.26ジ） 

    あの旅・この旅-どこに行こうかな？- 

 

 

 

 

さまざまな「老い支度」関係の本を書き、備えの気持ちがあった著者に突然襲ってき

た災難。「介護」される立場になった時、また違う視点から「人生」を見つめ、老いてなお

前向きな考えで乗り越える著者の思いが綴られた一冊です。 

 
『老人ホーム探し５０の法則』 上岡榮信；著  

日経ＢＰ社 ２階一般 請求記号（369.26ウ） 

ご自分の最後の居場所を考えたことはありますか？現在のお住まいは「終りの棲家」

となりえますか？最近では色々なタイプの高齢者向け施設が増えています。本書はそ

の一つである「老人ホーム」の選び方のポイントについて書かれています。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『無縁介護』 山口道宏；編著 

現代書館 ２階一般 請求記号（367.75ヤ） 

高齢者の一人暮らしは増加し「孤独死」「孤立死」が珍しい話題ではなくなっています。

介護保険や福祉サービスの利用を受けられずにいた人々のケースや最期を見届けた事

例を介護現場で働く方々が語る、身につまされる内容の一冊です。 

 

 

BOOK 

■◆私と家族の「いつか」に備える◆■ 
世界の中でも長寿国家の日本、いまや超高齢化社会になったとも言えるでしょう。元気な老

後を過ごす方もいらっしゃいますが、病気や認知症などさまざまな事が突然、自分や家族に降

りかかる方のほうが多いのでは…。まだ早いと思わず、介護や自分の老後について考えてみま

せんか 

 

 

『感動！日本の「第１号」物語７７７』   

宝島社 ２階一般 請求記号（031.4ニ） 

 「日本で初めて！」とか「元祖」というエピソードばかり

７７７のネタを集めた１冊です。日本で初めて○○した

人たちのドラマチックな執念がこもったエピソードや、偶

然の産物の棚ぼた方式まで、「へぇ～」な物語が盛りだ

くさん。意外な事実を知ることになるかも知れません。 

『昭和の雑誌グラフィティー』  

コスミック出版 ２階一般 請求記号（051シ） 

  昭和の時代に発刊された週刊誌・月刊誌を、時代の

流れとともに振り返る本です。今はもう廃刊してしまっ

た懐かしの雑誌の創刊号（表紙写真）が紹介されてい

ます。「あーあー、あったなぁ」と昔を思い出しながら読

むのも脳が活性化して良いと思います。 

。 

『ふりかけの本』 ふりかけの本編集チーム；著  

コスミック出版 ２階一般 請求記号（588.9 フ） 

ご飯の友としてふりかけを愛用している方も多いと

思います。この本では、ふりかけのルーツから、商品紹

介、全国ご当地ふりかけまで、細かに取材されていま

す。見ているだけで炊きたてのご飯が食べたくなる、お

なかがすく本です。 

その昔、海外文学に登場するキャラバンカーで旅を

する家族の自由さに憧れたことがあります。今でも身

軽にキャラバンライフを楽しんでいる人たちがいるよう

です。快適な４０軒のこだわりのスタイルをカラー写真

とインタビューでお楽しみください。 

BOOK 

 

『可笑しなクルマの家』  ジェイン・フィールド＝ルイス；   

ほか著 二見書房 ２階一般 請求記号（527.7 フ） 

●
●
集
め
て
み
ま
し
た
の
本
●
● 

 

BOOK 

 

○○図鑑、○○名鑑など、ワンテー

マを深く掘り下げる本があります。 

好きな気持ちが高じてこのような本

が生まれたのか？カタログのように

眺めながら、違いを探したり、こんな

に集めたことに感心、マニアの入口

を覗きこむような本ばかりです。 
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『世界の砂図鑑』 須藤定久：著  

誠文堂新光社 ２階一般 （458.7ス）  

 日本はもとより世界各地の砂浜の砂を写真で

解説している、唯一無二の資料です。世界中の

砂浜の砂を拡大写真で特徴とともにご覧いただ

けます。その違いにびっくり、驚きの図鑑です。 

その色、手触りを実際に確認したくなります。 

『日本の銅像完全名鑑』    

廣済堂出版 ２階一般 請求記号（715ニ） 

 

 

 日本全国に５０００体もあると言われる銅像に

ついてのガイドブックです。各地域にゆかりのあ

る歴史上の人物が設置されている様子がわかり

ます。ちなみに、設置数の一番多いのは松尾芭

蕉、３３体も存在するそうです。 

 

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 29 30 31   

 

  

『一生に一度は泊まってみたい奇想天外ホテル』 ディミトリ

ス・コッタス；著 エクスナレッジ ２階一般 請求記号（526.68コ） 



 

        

                                                          

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

★図書館で不要になった（リサイクル資料）小説、 

実用書、児童書、雑誌などを差し上げます。 

おひとり１０冊までとさせていただきます。 

本のリサイクル市 

１０月１８日（土） 
１０：００～１４：００ 

場所：１階多目的視聴覚室 
９：５０から図書館東側玄関にて先着２００名に 

入場整理券を配布します。入場は整理券順に行います。 

なお、当館駐車場の開場は９：３０からとなります。 

 

 

 

 

「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。 

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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● 

 

①ほんの些細な行動が、後の人生に重大な影響を与えてしまうと

いうことは、決して珍しいことではない。 

不意の気まぐれ、理由のない行動、何気なく踏み出した一歩。 

 

②こんな嘘をついて―――――。 

「林さん、なにを読んでいるんですか？」 

気配に気づいていなかった林武史の背が、唐突な呼びかけに

固まる。 

 

③二十一世紀前半の日本に若者として生きるべく生まれ落ちた者

は不幸である。 

一九八五年生まれの才川美結は、そう思っている。 

 

④「お前、凸凹してるな」 

彼は唐突に、そんな言葉とともに現れた。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『ライオット・パーティへようこそ』 水沢秋生 新潮社 913.6 ミズサ 

②『願いながら、祈りながら』 乾ルカ 徳間書店 Ｙ913 イ 

③『オバさんになっても抱きしめたい』 平安寿子 祥伝社 913.6 タイラ 

④『かまえ！ぼくたち剣士会』 向井湘吾 ポプラ社 Ｙ913 ﾑ 

その 19の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

年に１度のお楽しみ 

読みたい本はあるかな？ 

本のリサイクル市 


