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その８６ 第５６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５６回 こどもの読書週間】 

★テーマ別オススメ資料 

【世界は言葉でできている】 

【大人の友だち力】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【図書館協議会委員の募集】 

 

帯広市図書館 

 第５６回こどもの読書週間 

2014.4.23～5.12 

 いつもいっしょ、本といっしょ。 

お問い合せ・お申込み 

帯広市図書館 ☎0155-22-4700 

 



                      

 
                                     

 

 

          

 

        

          

                 

             

  

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 

 毎日何気なく話す言葉、読む言葉。新しい言葉も日々ニュースやテレビから流れてきて、混乱することもしばしばあります。新たな気持ちで

何かを始めたい、知りたいと思う春だからこそ！！言葉の意味を知る本、辞書を使いこなすための本、言い換えで前向きな気持ちになる本な

ど、さまざまな言葉の本を集めてみました。深くて広い日本語の世界を体験してみましょう。 
『知っておくと恥をかかない初対面の常識』  

サンクチュアリ出版 ２階ビジネス 請求記号（336.49シ） 

 言葉の意味を調べたい時には「国語辞書」を使います。どの辞

典も言葉の意味が掲載されているのだから同じでしょ？と思った

ら違うのです。１１社の国語辞書の性格を擬人化して解説してい

ます。辞書選びの参考になる１冊です。 

BOOK 

 

BOOK 

 

『辞書を編む』 飯間浩明；著 

光文社 ２階一般 請求記号（813.1 イ） 

『三省堂国語辞典』編集員が解説する辞書作りの現場。「中学

生にもわかる説明を心がける」ために日本語学者が交わす激論

のドラマ。その言葉が実際に使われた例を集める「用例採取」の

地道な活動の苦労。本当に言葉を編む作業の積み重ねです。 

BOOK 

 

『たった３行のシンプル手紙術』 むらかみかずこ；著  

日本経済新聞出版社 ２階一般 請求記号（816.6ム） 

  郵便で配達されてきた手紙やはがき。もらうのは大歓迎だけれ

ど、返事を書くとなると、メールに慣れてしまって手書きの手紙は

苦手、という方もいることでしょう。たった３行で気持ちを伝える言

葉をシチュエーション別に紹介しています。 

 

BOOK 

 

『ネガポ辞典 実践編』 ネガポ辞典制作委員会；編 

主婦の友社 ２階一般 請求記号（814.5ネ） 

 札幌の女子高生が編み出した「ネガポ」＝ネガティブな言葉を

ポジティブに変換すること。シリーズ第２弾となる実践編では、

一般公募した言い換え語を大公開。マイナス思考をプラスで前

向きな言葉に言い換えるだけで、元気になれます。 

 

図書館の利用者カード情報に変更はありませんか？ 

氏名・住所・電話番号・通勤・通学先などに変更がある場

合は、１階カウンターにてお申し出ください。 

４月６日（日）１１：００／１３：００ おりがみサークルパピ

ロフレンズのみなさんを講師に迎えておりがみ教室を行い

ます。小学生から大人まで、みんなで楽しく折り紙遊びをし

ましょう。申込不要・当日会場までお越しください。 

 ４月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

自宅を開放し、地域サロンとして交流の場所を提供する「住み開き」。アートスペー

ス、雑談（お茶のみサロン）、趣味の教室など、ご近所さんの輪が広がっていく事例を紹

介しています。世代を超えた友だちづくりのアイディアが凝縮されています。 

BOOK 

『住み開き 家から始めるコミュニティ』  

アサダワタル；著 筑摩書房 ２階一般 請求記号（361.7ア） 

     世界は言葉で、できている。 

 

 ビジネスでの初対面は先輩の作法を見習い、自らも経験を重ねることで自信がついて

いくものです。この本では、会話に自信が持てる声作り、緊張しないメンタルトレーニン

グ方法など、常識以前の心構えも学べるので新社会人さんにおすすめです。 

『大人の気くばり＆マナー９５０』  

岩下宣子；監修 永岡書店 ２階一般 請求記号（B385.9オ） 

 文庫本サイズの１冊にぎっしりと、相手を不快にさせないための気配りが丁寧に細かく

書かれています。今さら聞けないおつきあいの心遣い、言葉だけでなく態度や空気から

察する気構え。人間関係がうまくいく考え方を知って上手に取り入れたいものです。 

 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『僕にはまだ友だちがいない 大人の友だちづくり奮闘記』 

中川学；著 メディアファクトリー ２階一般 請求記号（361.45ナ） 

 中札内村出身の中川さんは、くも膜下出血を発症し生死の境をさまよったことがきっか

けで、夢であった漫画家をめざし上京。しかし、気付けば東京で友だちができず孤独な

日々。ここから一念発起、３５歳にして「人生を語り合える仲間づくり」に挑戦します。 

 

 

 

BOOK 

■□■ 大人の友だち力アップ作戦 □■□ 
 新しい出会いの増える季節です。初対面の印象を良くする秘訣。フェイスブックやツイッターで

仲間を見つける方法。さまざまな場面に出会いのチャンスはあります。大人になってからの友だ

ちは人脈として、プライベートやビジネスシーンで力を発揮してくれることでしょう。 

『モノ・人・お金自分整理のすすめ』 阿部絢子；著 

中経出版 ２階一般 請求記号（367.7ア） 

終活が話題になり、他人ごとではないと感じる方も

多いと思います。残された家族に迷惑をかけないよう

にしたい。自分の老いを受け入れながら気力・体力が

あるうちに自分で整理したいという方におすすめの、じ

っくり型整理術です。 

 
『成年後見のことならこの１冊』  

自由国民社 ２階一般 請求記号（324.65セ） 

  地域の高齢者の方を見守るためにできることを紹介

している本です。家族でなくともできる支援やフォロー

方法を知って地域福祉に貢献しませんか？状況に応じ

た解決方法がわかるケーススタディも充実しています。

図解が多く、文字が多い特徴があります。 

『幸せな相続と老い支度の教科書』 黒田泰；著 

眞人堂 ２階一般 請求記号（324.7 ク） 

 いつかくる家族との別れ。まだまだ、考えたくはありま

せんが、時期がきたら決断しなくてはならないこと。  

介護・看取り・遺言・相続など、できるだけ本人の気持

ちを尊重するために知っておく必要があることが、まと

められています。 

  任意後見制度は、認知症などで判断力が衰えてし

まった時、法律事務を信頼する方に委託することです。 

自分で後見人を選び契約する仕組みです。利用にあ

たっての必要な法律知識、注意事項、実務慣行など

が、わかりやすい言葉で書かれています。 

BOOK 

 

『活用しよう！任意後見』  

日本加除出版 ２階一般 請求記号（324.65 カ） 

★
★
成
年
後
見
制
度
を
知
る
★
★ 

 

BOOK 

 

４月２１日（月）に帯広市成年後見

支援センター「みまもーる」（公園東

町３－９/グリーンプラザ１階）がオー

プンします。お年寄りや障害のある

方が自分らしく安心して暮らすことが

できるように、成年後見制度の利用

をお手伝いする施設です。 

くわしくは社会課（☎65-4146）に 

お問い合わせください。 
BOOK 

 

BOOK 

 

『親が７０歳になったら知っておきたい８０のこと』

宮崎牧子；著 家の光協会 ２階一般 （367.7 ミ）  

  親と離れて暮らしている方はなおさら、ドキッと

したタイトルではないでしょうか？親のことをどれ

だけ知っているか改めて問われると・・・。互いに

確認するため、親と電話でおしゃべりする習慣を

つけるだけでも安心が増えます。 

『すぐに役立つ成年後見制度の法律と手続き』 

三修社 ２階一般 請求記号（324.65ス） 

 

 

成年後見制度について知るための１冊です。

制度のしくみや実務的な手続き方法など、具体

的な書式を用いて解説しています。この制度を

理解するために、まず最初に読む基礎資料とし

て活用できます。 

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       

 

 

『学校では教えてくれない！国語辞典の遊び方』 サンキュ

ータツオ；著 角川学芸出版 ２階一般 請求記号（813.1サ） 



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

 「帯広市図書館協議会委員」を 公募します 

 

帯広市図書館協議会は「図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館で行う

奉仕について館長に対して意見を述べる機関（図書館法第１４ 条）」です。７名の委員で構成

されており、年２～３回の会議が行われます。 今回公募するのは１名です。  

任期は平成２６年５月１日から平成２８年４月３０日までの２年間です。  

報酬は出席１回につき８,５００円です。  

  

＜応募資格＞  

満２０歳以上の帯広市民で、帯広市の他の附属機関等の委員になっていない方 

＜募集要領＞  

応募の動機と図書館に対する考え方を８００字程度にまとめたレポートと履歴書を直 

接持参か郵送で提出してください。  

＜履歴書の必要記載事項＞  

履歴書には職歴のほか活動経験（差し支えない範囲で各種団体・サークルでの活動、 

ボランティア活動、文化活動など）を記載してください。  

＜募集期間＞ 平成26年4月11日(金)（郵送の場合は消印有効）  

＜募集定員＞ １名 （選考委員会で決定します）  

＜郵送先・問合せ先＞ 〒080-0012 帯広市西2条南14丁目3番地1  

帯広市図書館 「図書館協議会委員公募担当」宛  

☎0155-22-4700 

＜その他＞ 図書館協議会の委員名簿、会議録は図書館ＨＰ《図書館の運営》ページにて公開 

しています。参考にしてください。 

 

 

「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僕は、兄が苦手だ。 

イヤな奴だからとか、いじめられてるからってわけじゃない。 

迷惑かけられているわけでもないし、一緒にいて恥ずかしいよう

な容姿でもない。 

むしろ、その逆。 

 

②二階に山積みしてある本のうちの一冊を引き抜こうとしたら山が

なだれを起こした。なだれは右手の中指と人差し指を直撃した。

あまりの痛さに悲鳴をあげたが、たかが本、とどこかで軽んじ、放

置しておいたのが、寝る前になって益益痛んできた。 

 

③その日の最後から二番目のお客は、店の奥に置いてある高さ一

八〇センチの本棚を指さして、あそこに横積みしてある本って店

主さんの趣味なんですか？来るたびに様子が違って見えるんや

けど、と不思議そうに訊いてきた。 

 

④一目惚れは、ふわりと宙に浮く感覚に似ていた。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『レントゲン』 風野潮 講談社 Ｙ913カ  

②『冬虫夏草』 梨木香歩 新潮社 913.6ナシキ 

③『ポースケ』 津村記久子 中央公論新社 913.6ツムラ 

④『人外境ロマンス』 北山猛邦 角川書店 913.6キタヤ 

その 13の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

図書館協議会委員を募集 

みなさまの声を 

図書館運営へ 

✾ 


