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今月の特集
その１３５ 第６０回こどもの読書週間

第６０回こどもの読書週間
はじまるよ！本のカーニバル
４月２３日～５月１２日

☆

★帯広市図書館から、こんなことを
発信しています。

【こどもの読書週間事業】
★テーマ別オススメ資料

【家を建てよう！】
【哲学入門】
★調べてみよう・レファレンス

【特別編 図書館の利用】
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会

場：帯広市図書館

１階

多目的視聴覚室

＊4/２９ナウマン号は児童会館に出張＊

参加費用：無料
＊５／５・５／６のイベントは事前申し込みが必要＊

詳細は、図書館内チラシ・ホームページでもご案内しています。
お問合わせ・お申込み

帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館

よむ☆トショ
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

★★★★★

だんだんと暖かくなってきて、雪解けも進み春を感じ
る頃となりました。

哲学入門

考える

★★★★

哲学という言葉に難しさを感じる方もいるか・・・と思いますが、古代ギリ

新年度になりました。図書館の利用者カードに登録

シャでは学問一般のことを指していたそうです。人間の生き方について

している情報に変更はありませんか？お名前・住所・

考える指針として哲学に触れてみませんか？入門編として、わかりやす

電話番号が変わったときは、１階カウンターで手続きを

く解説しているものをピックアップしました。

してください。予約の連絡や大切なお知らせをスムーズ
BOOK

にお伝えするためにもご協力をお願いします。

■□■□

家を建てたい・直したい

■□■□

『大学４年間の哲学が１０時間でざっと学べる』 貫成人；著
KADOKAWA ２階一般 請求記号（100 ヌ）

４月のカレンダー

哲学・思想の大事な部分だけをわかりやすくコンパクトにまとめ、図や表を使いすぐに覚

色のついている日は休館です。

えることができるように工夫された内容です。巻末の索引、もっと知りたい人のための参
考文献（新書など比較的安価）が大学生にも優しく、初心者にもうれしい本です。

家族が増えた、年齢を考えてバリアフリーにしたい、二世帯住宅にしたい、ちょっとだけだから自分で家に手を入れたい・・・。生活の基本的
要件である「衣・食・住」を快適に居心地よく整えたいとは誰しもが願うことです。今月は、「住む」に注目して、新築やリノベーションに関する本
をあつめました。自分らしいライフスタイルの実現のために参考になるものばかりです。
BOOK

『暮らしやすい「間取り」づくりのヒント』 主婦の友社；編

BOOK

BOOK

清水書院 ２階一般 請求記号（102.8 ホ）
古今東西の名高い思想家１００人を紹介しています。ひとりにつき見開き１ページで、

『最高の二世帯住宅をデザインする方法』 ａｒｅａ０４５；著

名前（ふりがなあり）／肖像イラスト／年表／エピソード／名言／さらに詳しい本がわか

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（527.1 エ）

主婦の友社 ２階一般 請求記号（527.1 ク）

『覚えておきたい人と思想１００人』 本間康司；絵と文

家づくりで大切にしたい快適な暮らしを思い描くために、目先の

住宅のデザインだけでなく、これから同居を考えたときにお互い

便利さよりも間取りや動線を重要視することです。１００以上の実

に確認しなくてはいけないこと、お金のこと、長続きできるスタイル

例が掲載されていて、図面と写真でイメージしやすい。敷地面積

などが書かれています。一緒に暮らすことを本気で現実的に考え

や価格も具体的に記載されているところが参考になります。

ることができます。二世帯ならではのメリットもあります。

ります。教養として身についているとクイズや話題に事欠かないことでしょう。
BOOK

『論語コンプリート』 孔子；著 野中根太郎；訳
成文堂新光社 ２階一般 請求記号（123.83 コ）
ビジネスで成功した人物の伝記やインタビューを読むと、論語を引いて考え方を語って
いることがあります。ビジネスパーソンや組織のトップから高い評価を得ている論語とはど

BOOK

『美しく住まいを整えるデザインのルール８５』 藤原昭夫
ほか；著 エクスナレッジ ２階一般 請求記号（527.1 フ）

BOOK

『セルフリノベーションの教科書』 坂田夏水；著

思わず感嘆の声をあげてしまうような、見た目が美しい住宅に

成文堂新光社 ２階一般 請求記号（527 サ）
リノベーションとは手を加えて良くすることです。自分でできる

も憧れます。３００棟以上の住まいを設計してきたベテラン建築

「塗る・貼る・つける・飾る」作業で部屋をおしゃれにする発想と手

士が、いまあるウィークポイントを美点に変えてしまう方法解説し

段がわかります。作業の手順も写真で丁寧に解説、素材選びも、

ます。居心地の良さに美しさが加わった住宅が実現可能。

作業金額も比較できます。

のような思想なのでしょう？現代語訳と意訳で孔子の論語を原文（漢文）完全対応。
BOOK

『思想のチカラをつくる本』 白鳥春彦；著
三笠書房 ２Ｆ一般 請求記号（116 シ）
判断力や問題解決力を身に着けたいと思っても、どのような道筋で考えてよいかわか
らない、新しいアイデアが浮かばない・・・・とお悩みの方におすすめの１冊です。「考える」
ための知識の蓄え方や技術を解説しています。行き詰まったときのヒントになります。

子ども時代の読書体験が一生
の宝物になるといわれています。
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大人でも楽しめる、絵本や物語

●
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『十歳までに読んだ本』 西加奈子ほか；著
ポプラ社 ２階一般 （019.5 ジ）

BOOK

『生きてごらん、大丈夫』 佐々波幸子；著
かもがわ出版 ２階一般 （019.5 サ）

BOOK

『子どもに歯ごたえのある本を』 石井桃子；著
河出書房新社 ２階一般 （019.5 イ）

有名人気作家をはじめとする７０名がエッセイを

新聞記者の著者が子どもたちの読書環境や児童書

２００８年に１０１歳で亡くなられた石井桃子さんの談

についての本を用意しました。

寄せています。子どものころに読んだ本で印象に

について取材した内容を１冊の本にまとめたものです。

話集。日本の児童文化における、創作・翻訳・家庭文庫

こどもの読書週間にどうぞ・・・・。

残っていること、自分の「根っこ」になった言葉や場

さまざまな場所で子どもと本をつなぐ活動があり、児童

活動の先駆けであった石井さん。豊富な読書量とその

面について熱く語られています。子ども時代の読書

文学者が子どもたちに伝えたいことがあります。子ども

経験から打ち出された「子どもの読書論」です。時代を

体験もそれぞれ楽しいエピソードばかりです。

たちが生き抜く力を得るための読書を応援する１冊。

超えてなお普遍的な大切にすべき精神だと思います。

BOOK

『絵本 ＢＯＯＫ ＥＮＤ ２０１７』
絵本学会 ２階一般 （019.53 エ）

BOOK

『昭和こども図書館』 初見健一；著
大空出版 ２階一般 （019.5 ハ）

BOOK

『物語のティータイム』 北野佐久子；著
岩波書店 １階文学２ （909 キ）

絵本の専門家も多く所属する絵本学会。毎年出

１９７０年代を中心に子どもたちに人気のあった本で

イギリスの児童文学に登場するお菓子についての

版されている総括本です。２０１６年発刊の絵本か

今でも出版されている本を１００点紹介。表紙の写真を

魅力的な本です。マフィン・プティング・スコーンなど、作

ら特に印象に残る、読み継ぎたい作品の優れてい

見るだけで懐かしさがこみ上げ、あらすじを読んで当時

品を読みながらおいしさ、甘さを想像していたお菓子が

る部分の解説がされています。特集記事は、絵本

のことを思い出すことでしょう。読み物だけではなく、

どんなものか、そしてレシピも収録されているので、大

ジャンルごとにこの２０年間で評価に値する本が、

「ひみつシリーズ」や怖い本なども掲載されているので

人になった今なら自分で作って味わうことができます。

それぞれ１５作品紹介されています。

幅広い方に共感される内容です。

イギリスの伝統的な食文化も知ることができます。

レファレンス（reference）

その６１の段

参考・参照図書・問い合わせ・

©紀伊国屋書店新宿本店

照会、リファレンスともいう

春の特別編/帯広市図書館へようこそ！

帯広市図書館

「続きが気になる本。」ございます。

（『imidas』より）

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。

http://www.lib-obihiro.jp

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。

休館日 毎週月曜日／月末整理日／特別整理期間（蔵書点検）／年末年始
開館時間 平日１０：００～２０：００

土日祝日１０：００～１８：００

利用登録 １階カウンターで手続きを行います。
◆登録できる方

⓵窓を開けると、桜並木が見える。

十勝管内にお住まいの方

◆登録に必要なもの 免許証、保険証、学生証など氏名と住所が確認できるもの
◆利用者カード

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

図書、雑誌・AV(視聴覚)資料を借りることができます。
移動図書館バス ナウマン号でも同じカードが使えます。

★利用者カードは本人以外、使えません。

わたしの部屋はアパートの２階にあり、ベランダから手を出せば
届きそうなところまで桜の枝が伸びている。
②夜ごと、闇から手が生えて、私の背中を押す。押されて読む本
がある。その夜は、なぜランボー詩集だったのか。不要な本をま
とめた中の一冊だった。

★登録内容に変更が生じた場合は、１階カウンターで手続きをしてください。
★利用者カードを盗難された場合、紛失した場合はすぐに図書館にご連絡ください。

③春を告げる懐かしい鳥の声が聞こえた気がして、上葉はうっそり
と目を開けた。ベッドの上だった。自分の部屋。青い絵の具を薄

＊図書館の利用は無料です。館内の本・雑誌・新聞・映像資料を読む・見ることができます。
館外に持ち出す場合（借りる）は、利用者カードが必要となります。
借りる→借りたい本・ＤＶＤなどと、利用者カードを持って１階カウンターで手続きします。
本と雑誌は１階の自動貸出機（３台）で直接貸出し手続きができます。
本・雑誌・紙芝居 ⇒ 合わせて１人１０冊まで２週間
DVD・ビデオ・CD・カセットテープ⇒ 合わせて１人３点まで２週間
返 す→１階カウンターに返却してください。
休館日や時間外で閉館している時は、ブックポストに本だけを返却ください。
（DVD/CD は破損の恐れがあるので窓口返却）

図書館のホームページから、当館で所蔵している本を検索することができます。（どなたでも）
マイメニューへログインすると、借りた本の期限を延長する／貸出中の資料を予約する／予約
の連絡をメールで受け取るようにする（メールアドレス登録）／読書手帳サービスが使えます。
わからないこと、知りたいことはお気軽にカウンターの職員にお声かけください。

く薄く水で溶いたような色に染まって見えるのは、ちょうど今が明
け方だからだ。
④いつか、この本を読むきみたちへ。
むかし、むかし、ひとりの女の子がこの学校にいた。この「むか
し」がどのくらい前なのかは、きみがいつこの本を読むかによって
違ってくる。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇
①『消えない月』 畑野智美 新潮社 913.6 ハタノ
②『カシス川』 荻野アンナ 文藝春秋 913.6 オギノ
③『アゲハの公約』 三萩せんや 河出書房新社 913.6 ミハギ
④『MM（エムエム）』 市川拓司 小学館 913.6 イチカ

