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その 10４ 秋の図書交換会 

 

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。 

【秋の図書交換会】 

★テーマ別オススメ資料 

【図鑑っておもしろい】 

【世界で一番○○○】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【教科書の貸出をしています】 

 

 

 

帯広市図書館 
 お問合わせ  

帯広市図書館（電話２２－４７００） 

読書の秋恒例の 

図書交換会を開きます♪ 

  帯広図書館友の会と共催で、図書交換会を開きます。 

ご自宅に読み終えた本がありましたら、このチャンスに別の書籍と交換してみませんか？ 

みなさんが持ち寄った本と会場内にある本を同数で交換できます。 

 

平成２７年１１月１日（日） １０時～１５時 

図書館１階 多目的視聴覚室 
交換対象の書籍 

 単行本 新書 文庫本 実用書 児童書 絵本 コミック本  

対象外となるもの 

 雑誌 教科書 試験参考書 問題集 ゲーム攻略本 記念誌 

無料配布の冊子や書籍 全集 自費出版本 図録 
（汚れているもの、破けているもの、交換の要望が薄いものはお断りする場合があります） 

 

お互いに持ち寄った本を交換して分け合うことを大切にし、長年続いてきた交換会です。 

趣旨をご理解のうえ参加をお願いします。 



                      

     
                                    

 

 

         

  

        

             

                 

             

   

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 

 図鑑といえば、「動物図鑑」や「植物図鑑」などをまず思い浮かべるかと思います。これらのお馴染みの図鑑は今でも人気が高いのですが、

最近は、理科系の図鑑だけでなく、多種多様な図鑑があるのをご存知ですか？こんなにたくさんの種類があるのか～と役立つ図鑑から、おも

しろい図鑑まで、いろいろな図鑑をお楽しみください。 

 

 

 

 

『１０３歳世界最速のおじいちゃんスプリンター』 宮﨑秀吉；著 

日本文芸社 ２階一般 請求記号（498.38 ミ） 

「私は上野・全養寺町に店を構えます、貸本屋の善右衛門と

申します。」という善右衛門さんの自己紹介から始まるこの図

鑑。江戸の町とくらしを、彼の物腰柔らかな案内と、スッキリとし

た可愛らしい絵で、堪能できます。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『図鑑だいすき！』 千葉県立中央博物館；監修 

流彩社 ２階一般 請求記号（460.38ズ） 

この本は、図鑑の楽しみ方を教えてくれる本です。著名人の

意外な視点から図鑑の楽しみ方や、図鑑をつくっている人の苦

労話など、紹介されている図鑑に興味を覚えます。巻末には、

なんと図鑑と同じ写真の撮り方の解説までありますよ。 

 

BOOK 

 

『おじさん図鑑』 なかむらるみ；著 

小学館 ２階一般 請求記号（367.5ナ） 

こんなもの（人？）まで図鑑になってしまうのですね。タイトル

からもわかるとおり、「いるいる、こんなおじさん」とおもわず納

得してしまうおじさんたちが、たくさん出てくるおもしろい図鑑で

す。よくここまで、おじさんたちを観察したなぁと感心してしまうほ

ど、おじさん愛にあふれた１冊です。 

 

BOOK 

 

『南方熊楠菌類図譜』 南方熊楠；著 萩原博光；解説 

新潮社 ２階一般 請求記号（474.85 ミ） 

図鑑ではなく図譜ですが、図鑑の仲間という括りでご紹介し

ます。熊楠によって明治から昭和初期の頃までに採集されたき

のこの絵。その横に、採集した実物のきのこが貼り付けられて

いたり、びっしりと英文が記載されていたりと、学術的な資料で

あることは一目瞭然ですが、まるで画集のような美しい本です。 

 

 朝夕は涼しく、秋の気配を感じるようになりました。図書館

周辺の木々もだんだんと色づき、落葉もはじまっています。 

かねてより募集をしていました「とかちジュニア文芸第６

号」の作品・表紙絵の締め切りは１０月１０日（土）必着で

す。応募票などは図書館ホームページに掲載しています。 

 読書の秋、到来です。夜長のお伴に、本や雑誌、ＤＶＤな

どたくさんご利用ください。 

１０月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

ほとんどの人が行くことがないであろう地球の一番北と南。極地の自然と、そこに暮ら

す生き物の魅力を伝えてくれる１冊です。何といっても、著者自身が撮影した広大な白

い大地や、ペンギンをはじめとした動物たちの写真の美しさに心をうばわれます。 

BOOK 

『すてきな地球の果て』 田邊優貴子；著 

ポプラ社 ２階一般 請求記号（402.97 タ） 

    □■□■ 図鑑っておもしろい □■□■ 

 

 

 

 

９２歳で始めたマスターズ陸上。１００歳でその１００ｍ走の世界一になった宮崎秀吉

さん。１０５歳でこうなりたいという目標も持っているそうです。元気に生きるための心が

けや日々の暮らし方も綴られており、その姿や心意気に背筋が伸びる思いがします。 

『日本木造遺産』 藤森照信／藤塚光政；共著 

世界文化社 ２階一般 請求記号（521.8 フ） 

日本には千年も前に建てられ、現存する寺院や神社があります。世界最長横長の木

造建築である京都の三十三間堂や、現代工法を除く木造橋として世界最長の錦帯橋な

ど、日本が世界に誇る木造建築の数々が豊富な写真とともに紹介されています。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『世界で一番美しい劇場』  

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（771セ） 

ページを開けば、ロココ調のロビー、ステンドグラスの窓や天井、宮殿の様な豪華絢爛

な造りに圧倒されます。古くは１７５０年設立の歌劇場から、現代のコンサートホールま

で、どれも目をみはるものばかり。非日常の世界を旅してみてはいかがでしょう？ 

BOOK 

★☆★☆ 世界で一番〇〇〇 ★☆★☆               

              世界で最も〇〇〇や、世界で一番〇〇〇といわれると、思わず引き寄せられて

しまいませんか？私たちの知らなかった世界や事柄、いろんなことを取材して紹

介する本がこんなにあるのです。心魅かれる世界最○○〇を集めてみました。 

               みなさんが目指せる世界一もあるかも知れません。 

『ほん ほん 本の旅あるき』 南陀楼綾繁；著  

産業編集センター ２階一般 請求記号（024.1ナ） 

 本を介して人と繋がる、楽しいことの中心にいる人と

言えば、綾繁さん！この本では、おすすめの本屋さん

や本を街づくりに活用している場所をレポートしていま

す。本があるところに人が集まる様子、各地域独自の

出版物の情報など本好きにはたまらない１冊です。 

 
『読み継ぐべき絵本の名作２００』  

マガジンハウス ２階一般 請求記号（019.53 ヨ） 

  どの絵本も「わぁ～、懐かしい～」と声がでてしまい

ます。たくさんの人に愛された名作ばかり２００冊が紹

介されています。カラー写真で見ごたえ十分、ほとんど

の絵本が帯広市図書館にあります。（１階こどものほん

の森）久しぶりにじっくり物語と再会してみては？ 

『本棚にもルールがある』 成毛眞；著  

ダイヤモンド社 ２階一般 請求記号（024.9ナ） 

冷蔵庫に入れる食品の場所はだいたい決まってい

ますが、本棚に本を収納する方法は、学校では教えて

くれませんでした。書評サイトを主宰する著者が、膨大

に増えていく蔵書の管理方法や理想の本棚について

試行錯誤の末編み出した結果を公開します。 

 未知なる本との出会いを演出し続けるブックディレク

ターとして活躍中の著者。さまざまな媒体に寄稿した本

からインスパイアされた軽妙なエッセイと幅さんが企画

した「本を読む人に何かいいことが起きる」イベントの

報告などが柔らかな言葉で語られています。 

BOOK 

 

『本なんて、読まなくたっていいのだけれど、』  

幅允孝；著 晶文社 ２階一般 請求記号（019.9ハ） 

◆
◇
第
６
９
回 

読
書
週
間
◆
◇ 

BOOK 

 

 １０月２７日（火）～１１月９日（月）

まで、第６９回読書週間がはじまりま

す。今年の標語は「いつだって読書

日和」です。読書や本にちなんだ本

を紹介します。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『洋子さんの本棚』 小川洋子／平松洋子；共著 

集英社 ２階一般（019.9オ）  

  ふたりの本好きな洋子さん。どんなふうに幼少期

からいままで読書とつきあってきたのでしょうか？

本の話題を中心に対談が展開されていきます。同

年代だからこその共有感と作家ならではの濃密な

記憶が弾ける読書のおはなしです。 

『次の本へ』 苦楽堂；編 

苦楽堂 ２階一般 請求記号（019.04ツ） 

 

 

 「１冊は読んだ、でも次にどんな本を読んだらいい

のかわからない」と、悩みを持つ方のために編まれ

た本です。次の本を８４名の本読み達人たちが紹介

してくれます。その本を読んでいない人のために、

わかりやすい解説があるので安心です。 

  

 

  

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

『絵でみる江戸のくらし図鑑』 善養寺ススム；絵・文 

廣済堂出版 ２階一般 請求記号（210.5ゼ） 



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

図書館で教科書を読む・借りることができます。 

 
 

  
    

 

     

 

 

       

「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「新藤くんはエスパーではありませんよね？」 

「・・・・・・いいえ、違いますよ」 

愛想笑いとはいえ笑顔を取り繕った自分をほめてあげたい、と新

藤結子は思った。 

 

②姉に殺意を抱いたことが、これまでに三度ある。 

 幼稚園児だった俺に、唐辛子を『かりんとうみたいなもの』だと勧

め齧らせたあの日が一度目。 

 

③流水に桜花が散った縮緬の古布をカウンターに広げ、埃を払っ

ていたら――＜骨董 あわしま＞のプレートを貼った引き戸が開

き、「よおっ」と声がした。 

 

④「こっちから願い下げだ、このブタ野郎」 

 玉木敏晴は平田営業企画部長の胸倉をつかみ、凄んだ。 

 午前八時四十五分、朝陽が射し込む十五階の喫煙室。始業前

の一服で談笑していた社員たちの視線が、一斉に集まる。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『謎解き広報室』 天祢涼 幻冬舎 913.6アマネ 

②『小野寺の弟 小野寺の姉』 西田征史 泰文堂 913.6ニシダ 

③『怪しい店』 有栖川有栖 角川書店 913.6アリス 

④『社史編纂室アフター５魔術団』 安藤祐介 幻冬舎 913.6アンド 

その 3１の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

小中学校で使用している 

教科書は図書館でも 

所蔵しています。 

 

 

帯広市内小中学校で使用する教科書は、帯広市教科用図書選定委員会の答申結果を 

踏まえ、帯広市教育委員会が審議し、決定しています。 

 

小学校用教科用図書の採択 

 平成２６年８月５日に平成２７年度から使用する小学校用教科用図書の採択を行いました。 

中学校用教科用図書の採択 

平成２７年８月４日に平成２８年度から使用する中学校用教科用図書の採択を行いました。 

 
 

帯広市図書館では、帯広市内小中学校で使用している教科書を所蔵・貸出しています。 

小学校は帯広市で採択されている教科書、中学校は採択されているものを含め、文部科学

省検定済教科書見本本すべてを所蔵しています。 

子どもたちが実際に使用している教科書には、赤い〇シールを貼り一目でわかるようにして

います。また、１階子どもの本の森では、小学校の国語科教科書と関連本の展示・貸出を

行っています。 

所蔵場所 ２階 教科書 

ＯＰＡＣでの調べ方 資料検索→キーワード【小学校国語科 □（スペース）教科書】 

                           【中学校国語科 □（スペース）教科書】 

                    （教科の部分を変えると他の教科も検索できます） 

               貸出中のものは予約ができます。（返却され次第ご連絡します） 

 

みなさんが使用していた頃の教科書との比較をしてみてはいかがでしょう？ 

なお、教科書に関するお問い合せは、帯広市学校教育部学校教育課（0155-65-4203） 

までお願いします。 

  


