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その１１０ 開館１０周年記念事業 

 

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。 

【開館１０周年記念事業】 

★テーマ別オススメ資料 

【おさらい、世界の歴史】 

【話すチカラ】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【喫茶コーナー栞】 

 

 

 

帯広市図書館 
お問合わせ 帯広市図書館（電話２２－４７００） 

帯広市図書館 開館１０周年記念事業 
 

図書館は３月３日で移転開館１０周年を迎えます。日ごろの感謝をこめて、 

イベントを行います。みなさんのご参加を心よりお待ちしております。 

なお、イベントの詳しい内容は図書館ホームページ、館内チラシをご覧ください。 

会場はすべて１階 多目的視聴覚室です。 

 

 
３月３日（木）　①１１：００　②１５：００

日ごろの感謝をこめて
おびひろ極上水をプレゼント
　この日、１０点以上資料を借りた
レシート１枚につき極上水を１本
プレゼント。各回先着１００名

３月５日（土）　１３：３０～１４：３０

おひさまおはなし会
「１０周年スペシャル」

対象：幼児～小学生
帯広図書館友の会「おひさま」の
みなさんによるエプロンシアターや
パネルシアターなどのおはなし会。

３月６日（日）　１３：３０～１５：３０

ミニ朗読会“青春”を読む～
日本の名作から～
対象：小学生～一般

「萌えの会」朗読倶楽部のみなさん
による名作朗読会

３月１２日（土）　１４：００～１６：００

Ｍｙ　しおりをつくりましょう
対象：１８歳以上の方　先着２０名

荒井千惠子さんを講師に迎え、フェルト
に刺繍をしてしおりをつくります。
３／１から電話にて参加申込受付。

材料費３００円　持ち物あり

３月２１日（月・祝）　１１：００～１２：００

１０周年スペシャル人形劇
対象：幼児～小学生

人形劇団「みみず」のみなさんによる
スペシャル人形劇。

演目は「ねずみのすもう」
「ごんべいとカラス」

３月２１日（月・祝）　１４：００～１４：３０

１０周年スペシャル
英語でおはなし会
対象：幼児～一般

「英語絵本読み聞かせの会」のみな
さんによる海外絵本を英語で読む

おはなし会。



                      

         
                                    

 

 

         

 

        

             

                 

             

   

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、新聞やニュースで報じられる世界情勢。その背景には各国の歴史や文化、宗教などがあります。どうしてこんなことが起きるのだろ

う？あの国の歴史や文化はどうなっているのだろう？と、考えるきっかけに、世界の歴史や国々の成り立ちをおさらいしてみませんか。世界

史の授業が苦手だった・・・という方にもおすすめの入門書からちょっと深い本まで幅広く取り揃えました。 

 

 

 

『お母さんガミガミ言わないで！ 子どもが勉強のやる気をなくす言葉６６』 

曽田照子；著 学研パブリッシング ２階一般 請求記号（379.9 ソ） 

「同時代に生きた歴史上の人物たちが会話をしたら面白いだろ

うな・・・」という空想から生まれた本です。しかし、架空のハナシ

ではなく歴史上の事実に基づいた内容で議論は進んでいきま

す。世界史を横軸で見ると身近に感じることができるでしょう。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『日本史・世界史 同時代比較年表』 楠誠一郎；著 

 朝日新聞社 ２階一般 請求記号（209 ク） 

 こちらも日本史と世界史を比較していく内容です。日本でこん

な出来事ことが起きていたとき、世界では？と視点を広げていく

ことにより世界史に対する興味がわいてきます。この事件、人物

が同時代！？とびっくりする発見や気づきがあります。 

BOOK 

 

『ニュースがわかる世界各国ハンドブック』   

 山川出版社 ２階一般 請求記号（302ニ） 

世界各国の歴史や国旗、基礎データを１冊で知ることができま

す。面積を日本の地域と比較してわかりやすく表現するなど、より

理解が深まるよう工夫がされています。社会情勢の変化とともに

国名や状況が学生時代の記憶や知っていたことと違うことがあり

ます。たまには改めて見てみるのも必要だと思います。 

BOOK 

 

『世界史１２００人』 入澤宣幸；著 

 西東社 ２階一般 請求記号（209 イ） 

 世界の歴史に名を残した人物の肖像画や写真を一挙掲載。

資料のサイズも大きく図版もカラーのため、とても見やすくわかり

やすい資料です。教科書で習ったことのおさらいもできますし、

知識として読み込むと博識になれること間違いなし。偉人たちの

名言にも注目です。 

帯広市図書館は３月で開館１０周年を迎えることができま

した。この１０年で累計入館者数は４５０万人を超えました。 

これを記念して、日ごろの感謝をこめた事業をたくさん用

意しています。（詳しくは図書館ホームページにて公開中）

帯広図書館友の会おひさまのみなさんをはじめ、さまざま

な分野で活躍する市民ボランティアの方々のご協力を賜り

開催します。 

３月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

緊張して自分でも何を言っているのかわからない、人前で話すのは苦手、という方に

こそ読んでほしい１冊。「あがってしまうこと」で悔しい思いをしないように、心構え、考え

方を知り、自主練に励みましょう。自信を持ったスピーチをするためには練習！練習！ 

BOOK 

『あがりやすい人のための「話す力」の鍛え方』 酒井美智雄；著 

三笠書房 ２階一般 請求記号（809.2サ） 

   □■□■□おさらい、世界の歴史□■□■□ 

 

 

 
自分の子どもだからこそ、声掛けは遠慮なくついつい言ってしまう。互いに意地をはり

イライラ・・・なんて経験は子育て中のパパママには経験があるはず。そんなときには、

こんな言い換えで驚くほど子どもが変わります。 

『仕事に差がつくビジネス電話の教科書』 恩田昭子；著  

草思社 ２階ビジネス 請求記号（336.49オ） 

 相手が見えない電話での応対は、ことさらに配慮が必要です。電話の取り次ぎ、相手

の要求を察知するためのインタビューポイントなど、身につけたいルールと言葉が解説

されています。ビジネス電話で大切なのはお待たせしないことです。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『困ったときの「モノの言い方」言い換え辞典』 村上英記；著  

日本実業出版社 ２階ビジネス 請求記号（336.49ム） 

 ビジネスシーンで「言い訳」は禁物。しかし、相手と状況に合わせたうまい切り抜けがで

きる言葉があります。この言葉に甘えてはいけませんが、知っておくと人間関係をスムー

ズにすることのできる魔法の言い換えです。 

BOOK 

☆ ★ ☆ ★ 話 す チ カ ラ ★ ☆ ★ ☆               

                  春は新しい出会いや新生活へのスタートの季節。自己紹介やスピーチ

にとっておきの本。ビジネスシーンで使えるプレゼンの極意、家庭でチャ

レンジ子どもへの言葉かけなど、話すチカラをパワーアップさせるための

秘訣が詰まった本ばかりです。 

 

『美しい日本の歩きたくなるみち５００選マップガイド１』   

ゼンリン ２階旅行 請求記号（291.09ウ 1） 

 美しい日本の歩きたくなる道５００選というのをご存じ

ですか？日本ウォーキング協会が実際に歩いて選定

したコースを徹底解説しています。歩く速度だからこそ

楽しめる音や匂いを感じることができる道を実際に歩く

旅をしてみませんか？ 

『クルーズ客船の旅』  

ぴあ ２階旅行 請求記号（291.09 ク） 

  一度は行ってみたい豪華客船でのクルーズ旅。気に

なるお値段（お得情報も必見）、船内設備、知っておき

たいマナーなどを解説しています。２時間程度のカジュ

アルな湾内クルーズの紹介もありランチやディナーを

楽しむこともできます。 

『社会科見学を１００倍楽しむ本』  

アスペクト ２階旅行 請求記号（291.09シ） 

施設や工場を開放している会社がたくさんあります。

食品工場は小学校の授業などで有名ですが、発電

所、空港、研究所、なんと日本銀行の巨大金庫までも

見学ツアーがあります。普段は入ることのできない場

所を解説付きで見ることができる貴重なチャンスです。 

 「日曜美術館」の顔としてすっかり定着した井浦さん

が、自身も大好きで応援している東京国立博物館の魅

力を力説しています。畏まることなく、日本の文化財に

触れることのできる素晴らしさ、鑑賞の手助けになるア

ドバイスなど読んでから行くとより楽しめます。 

BOOK 

 

『井浦新の美術探検』 東京国立博物館；監修  

東京美術 ２階一般 請求記号（704 イ） 

◆
ど
こ
か
に
行
き
た
い
旅
行
本
◆ 

BOOK 

 

 この春、北海道新幹線開業で

旅行の選択肢が広がります。どこ

かに行きたいな・・・と思っている

アナタ！！まず計画、空想旅行

にでかけましょう。～国内編～ 

BOOK 

 

BOOK 

 

『子どもと楽しむ！週末の冒険』  

Ａ－Ｗｏｒｋｓ ２階旅行 請求記号（291.09 コ）  

  子どもと一緒に自然のなかで冒険体験しません

か？小さい子がいる家族でも体験できるモデルス

ケジュールや対象年齢、料金、施設のＵＲＬなどが

紹介されています。共に体験した出来事は一生の

宝物となるでしょう。 

 『ＴＨＥ百年宿』  

双葉社 ２階旅行 請求記号（291.09ザ） 

 

 

 旅行において休息のためのお宿は重要ポイント

のひとつです。この本では、日本各地の創業百年

以上のお宿ばかりを紹介しています。文化財に指

定されている場所もあり、歴史の重みをしみじみと

感じながら過ごす時間も楽しそうです。 

 

   

 

  

『開催！世界史サミット』 浅野典夫；著  

徳間書店 ２階一般 請求記号（204ア） 

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



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

  

    おいしい！憩いのひととき 

喫茶コーナー 栞（しおり） 

       

「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人死にのあった家だから、長いこと空家だったのだ。 

そうなのか。 

 

②なんて見事だろう。 

これほど華やかな花を、ほかに知らない。 

後藤篤子は食卓に肘をついて芍薬に見とれていた。 

 

③「ねえねえ、そういえば最近」五○六号室の佐藤さんが急に話題

を逸らした。「波平さんの奥様とお嬢様の姿を見かけませんね

え」 

 

④青のりは偉大である。生協で購入した百二十円の焼きそばパン

にかぶりつきながら、そう思う。女子からは「歯につく」と嫌われ

て、紅ショウガほど発色がいいわけじゃないから彩りになるわけで

もない。でもこれがあるとないとでは、風味において雲泥の差が

ある。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『自滅』 柴田よしき 角川書店 913.6シバタ 

②『老後の資金がありません』 垣谷美雨 中央公論新社 913.6 カキタ 

③『日本レンタルパパの会』 竹内雄紀 祥伝社 913.6 タケウ 

④『虹猫喫茶店』 坂井希久子 祥伝社 913.6サカイ 

その 36の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

開館１０周年 

喫茶コーナー 栞 

図書館を支える人々 

図書館３階喫茶コーナー栞も人気の場所です。社会福祉法人慧誠会 多機能型福祉

サービス事業所「帯広ケアセンター」が運営を担当しています。 

ネットのグルメサイトにも取り上げられるほど満足度が高く、ランチの時間を中心に賑わ

っています。栞の魅力は、あたたかい軽食が食べられること、低価格のメニューが多い

ことがあげられます。ぜひ、いちどご賞味ください。  

営業時間（ＡＭ１１：００～ＰＭ５：００ オーダーストップＰＭ４：４５） 

 

人気ＭＥＮＵ ＢＥＳＴ３ 

①グラタン ４００円 

②ピザトースト ４００円 

③メープルトースト ２００円 

３月１日（火）～１３日（日） 

喫茶ご利用のお客様に抽選で

素敵なプレゼントを差し上げ

るフェアを行います。 

（１組１回） 

 

 

 


