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その９８ 第５７回 こどもの読書週間 

 

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５７回 こどもの読書週間】 

★テーマ別オススメ資料 

【日本の話芸】 

【エネルギーを知る】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【しらべ隊！！情報が新しく 

なりました】 

 

 

 

帯広市図書館                 お問合わせ・お申し込み  

帯広市図書館 電話：0155-22-4700 

こどもの読書週間にあわせて絵本

の展示や関連事業を行います。 

どの事業も参加は無料です。 

キラキラと楽しい時間を図書館で

過ごしましょう♪ 

４月２６日（日）　１１：００～１２：００

スペシャルおはなし会
帯広図書館友の会おひさまの
みなさんによるおはなし会
対象：幼児～小学生

当日受付

４月２９日（水）　１０：３０～１２：００

妖怪博士クイズ大会
妖怪に関する○×クイズや

絵本の読み聞かせを行います。
対象：小学生

当日受付（先着３０名）

５月５日（火）　１１：００／１４：００／１５：００

なりきり図書館員
図書館業務のお仕事体験。
抽選で各回２名決定。

対象：小学生
事前申込　4/2～12

５月６日（水）　１０：３０／１４：００

図書館の奥の細道探検
普段は入れない書庫や図書館の

裏側を探検します。
対象：小・中・高校生とその家族
当日受付（各回先着２０名）

５月９日（土）　１０：３０／１３：３０

しんぶんし・ちらしで遊ぼう！
新聞紙やちらしで遊び道具をつくります。

（３０分程度で完成）
対象：幼児～小学生

当日受付

５月１０日（日）　１４：００～１４：５０

こども映画会
上映作品「おじゃる丸１０年スペシャル」
おじゃるやカズマが活躍するよ。

対象：幼児～小学生
申込不要



                      

     
                                    

 

 

          

  

        

             

                 

             

  

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 

 巧みな話術で人を楽しませる話芸、江戸時代に成立して現代にまで受け継がれている伝統芸能です。同じ演目でも落語家や講談師

によって演出が違うことや今の私たちにわかりやすいように変化が加えられるなど、時代と共に進化していく落語の世界を本・CD・

DVD でお楽しみください。帯広出身、立川談吉さんのふるさと落語会も６月２０日に決まりました。 

 

 

 

『ゼロから始める暮らしに生かす再生可能エネルギー入門』 田中充；ほか著 

家の光協会 ２階一般 請求記号（501.6ゼ） 

 落語家生活３０周年を迎え、落語はもちろんのこと、俳優やエッ

セイストとしても活躍中の立川談春。この本は雑誌に掲載された

対談などを１冊にまとめたものです。静かな語り口で展開される

文章に引き込まれます。巻末の独演会演目リストも注目です。 

BOOK 

 

BOOK 

 

『落語ファン倶楽部別冊東西全落語家一門名鑑』 高田文

夫；編  白夜書房 ２階一般 請求記号（779.13 ラ） 

落語家を一門ごとにまとめ網羅した名鑑。落語界のさまざまな

師弟関係や師匠の考えを知ることができます。個性あふれる落

語家たちの紹介文は、落語好きな編集人たちの愛ある言葉がと

ても愉快です。顔写真付きなのがうれしい。 

 

 BOOK 

 

『３・１１後を生き抜く力声を持て』 神田香織；著  

インパクト出版会 ２階一般 請求記号（779.12 カ） 

 社会問題を講談にして発表を続ける意欲的な講談師、神田香

織。３．１１以後、どんなふうに考え行動してきたかを、歯に衣着

せぬ語り口で綴っています。すべてに等しく注がれる鋭くも、あた

たかな眼差しがとても印象的な１冊です。 

BOOK 

 

『歳々年々、藝同じからず』 桂米朝；語り 市川寿憲；聞き手

朝日新聞出版 ２階一般 請求記号（779.13 カ） 

 先日、惜しくも亡くなられた人間国宝、桂米朝師匠。ラジオの

ために語ったものを１冊に凝縮。演目の掘り起こしや芸事の研

究にも余念がなく、交友関係も広かったご様子。軽妙でいて柔

らかく上品な思い出話は、謙虚で広い心の人柄が偲ばれます。 

 

 

 ４月になり、新年度を迎えました。新生活を始める方も

多いことでしょう。帯広に転入された方はもちろん！まだ、

図書館に行ったことがないという方も、ぜひ一度ご来館く

ださい。いろいろな本、雑誌、新聞、DVD があります。  

利用は無料です、調べもののお手伝いもします。新しく利

用者カードを作成するときには、住所を確認できるもの

（免許証・保険証など）をご持参ください。 

 
４月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 
太陽光発電を導入したいけれど、よくわからない。ハウスメーカーに頼めばいいの？ 

コストは？どんなメリットがあるの？という方におすすめ。太陽光発電の仕組み、年間コ

ストなど、疑問が解決できます。図表が多くわかりやすい内容です。 

BOOK 

『よくわかる最新 太陽光発電の基本と仕組み』 太陽光発電研究部門；著 

秀和システム ２階一般 請求記号（543.8 ト） 

      日本の話芸～落語・講談・漫談～ 

 

 

 

 

 再生可能エネルギーとは、使っても減ることはない、またはある程度時間をおけば再

び元に戻って使えるようになる、枯渇することのないエネルギー資源のことです。この本

では、新たな技術や可能性について知ることができます。 

『図解よくわかる自然エネルギーと発電のしくみ』 白鳥敬；著  

日本実業出版社 ２階一般 請求記号（543シ） 

 自然エネルギーの発電のしくみと特徴を図で解説しています。最近、よく耳にする「ス

マートハウス」のシステムも図解でわかりやすく説明されています。現在進行形の技術

を知ることで選択肢が増えます。エネルギー技術の進度にも驚きを隠せません。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『愉しい電力自給自足生活』 電力自給自足生活研究会；編 

洋泉社 ２階一般 請求記号（543デ） 

エネルギーって、自分で発電できるものでしょうか？小規模発電なら自宅でもできる可

能性とできるだけ非電化生活を目指す簡単な取り組みが紹介されています。本書で紹介

されている運動しながら発電できる充電器は、価格的にも魅力的な製品でした。 

BOOK 

◆◆エネルギーを知る・選ぶ・使う◆◆ 
私たちの生活に欠かすことのできない電力。３．１１以降、原子力発電の停止により節電

に対する意識や再生可能エネルギーへの関心が高まっています。今回は、エネルギーを知る

ための本を入門編から幅広く集めました。読んで、知って、自分で判断するためのきっかけ

にしてください。 

 

 

 

『帝国ホテルの料理の流儀』 田中健一郎；著   

青春出版社 ２階一般 請求記号（596.23 タ） 

国賓級のゲストを何度もお迎えする実績を持ち、お

もてなしナンバー１との呼び声高い帝国ホテル。３０人

の料理人をごぼう抜きにして総料理長に就任した田中

さんの料理にかける情熱が記されています。改革を進

めた粘り強さが、今日の評価に繋がっています。 

『８７歳。紫竹おばあちゃん 幸せの花園』 紫竹   

昭代；著 海竜社 ２階一般 請求記号（629.75シ） 

  年間１０万人以上の入場者を記録する紫竹ガーデ

ン、広い野原に自然の草花が咲き誇る美しさが人気を

集めています。花園だけでなく、紫竹昭代さんとのふれ

あいもまた魅力のひとつ。夫を亡くした絶望からスター

トしたガーデン作りの２５年を明るく振り返ります。 

『鎌倉シャツ魂のものづくり』 丸木伊彦；著 日本経 

済新聞出版社 ２階一般 請求記号（589.22マ） 

 「命をかけて作り、命をかけて売る」をモットーに高品

質のシャツを廉価で提供することに成功した鎌倉シャ

ツ。世界進出も果たし躍進を続ける経営陣の言葉が、

強く響いてきます。どんな仕事に就いていても共通する

仕事への心構え、成功哲学が盗めます。 

日本の消費シェアの大部分を獲得しつつあるセブン

＆アイグループ。消費者のライフスタルまで変化させて

しまう影響力を丁寧に解説しています。巨大な企業体

を理解する入門書として適した資料です。 

BOOK 

 

『セブン＆アイＨＬＤＧＳ．９兆円企業の秘密』  

朝永久見雄；著 日本経済新聞出版社  

２階ビジネス 請求記号（673.86 ト） 

◆
◆
◆
企
業
秘
密
・
公
開
◆
◆
◆ 

 

BOOK 

 

 あの会社はどうして伸びている

のか？有名企業なのに進化して

いくのはなぜか？企業人たちが

長年の蓄積と信念を余すことなく

公開しています。究極のビジネス

モデル、経営理念を知ってステッ

プアップを目指しましょう。 

BOOK 

 

BOOK 

 

『タニタはこうして世界一になった』 谷田大輔；著  

講談社 ２階ビジネス（535.4 タ）  

 体脂肪計のタニタ、社食が有名で健康優良企業

のイメージが定着しています。しかし、過去には大

赤字でリストラも断行した苦い経験がありました。タ

ニタが世界一になったきっかけやどん底から這い

上がったパワーの源に迫ります。 

『銀座ウエストのひみつ』 木村衣有子；著 京阪神

エルマガジン社 ２階一般 請求記号（588.3キ） 

 

 

１９４７年に開店した銀座ウエスト、東京みやげの

定番としてロングセラーお菓子の代名詞です。リー

フパイやドライケーキが、「ウエストらしさ」を保って

いる秘訣はなんだろう・・・と取材に乗り出した著者

の細やかな目線がひみつを解き明かします。 

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     

 

  

『談春 古往今来』 立川談春；著 

新潮社 ２階一般 請求記号（779.13 タ） 

 



 

        

                                                          

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

パスファインダー（しらべ隊）が続々リニューアル 

 新学期の調べ学習や自由研究に役立ててね♪ 
 

図書館で作成しているパスファインダーの内容を新しくしました。 

プリント版→子ども向けは１階子どもの本の森、大人向けは２階ＯＰＡＣ横に設置。 

電子データ→図書館ＨＰ（パスファインダー）に情報をアップしました。 

★『パスファインダー』ってなんだろう？  

あるテーマを調べるためにやくだつ資料を、わかりやすく紹介したプリントです。  

★なんのためにつかう？  

①パスファインダーに書かれたじゅんばんにさがしていくと、自分じぶんの力で、 

ひつような資料・情報を手にいれることができます。  

②図書館の使い方や、情報のしらべかたがわかるようになります。  

③パスファインダーをつかって資料をさがしていくうちに、さんこうにだしてある本 

だけではなく、いろいろな本に出会うことができます。 

きっと、きょうみがわく本があるはずです。 

 

新しくしたテーマ 

  食と健康       このほか 

   ゴミ・リサイクル 

世界の食文化 

食に関わる仕事 
 

本の場所がわからない時は図書館の人に教えてもらおうね♪ 

 

「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もしもあたしが死んだら、この手紙をポストへ入れてください。 

明るい向日葵模様には、少々不釣り合いな、そんな文字が並ん

でいた。 

 

②私はお腹が弱い。 

文字にするとなんとも情けない一行目だが、この事実は私を語る

上で大変重要な項目だ。最重要といっていい。本のカバーにつ

いている著者略歴に書き加えるべきだと思う。 

 

③二十七歳、女、無職。 

じぶんを冷静に評価分類するとシーノはため息がでてしまう。 

 

④彼の仕事着はスーツであるが、このスーツの選び方も、なかなか

難しいのだった。高級な仕立てはかえって目立つし、あまり安い

ものは何の仕事をしているのか、どこか嘘臭く感じるものだ。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『拝啓 彼方からあなたへ』 谷瑞恵 集英社 913.6 タニ 

②『時をかけるゆとり』 朝井リョウ 文藝春秋 Ｂ914.6アサイ 

③『就職相談員蛇足軒の生活と意見』 松崎有理 角川書店 

913.6マツザ 

④『心臓異色』 中島たい子 光文社 913.6ナカジ 

その 25の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

パスファインダーをつかって 

めざせ！調べもの名人 

調べ学習・どんとこい！ 

化石のナゾ／方言について調べる／ユニバーサ

ルデザイン＆バリアフリー／お米のなぜ・なに？ 

宮沢賢二／アイヌ文化と歴史 などなど 

ぜんぶで３１種類あるよ 


