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その１４１ 第７２回 読書週間事業 

 

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。 

【第７２回 読書週間事業】 

★テーマ別オススメ資料 

【働くって何？】 

【あの日・あの時・あの場所で】 

★調べてみよう・レファレンス 

【草刈り機の使い方】 

 

 

帯広市図書館 ＊詳しい内容は図書館ＨＰ、館内チラシをご覧ください。 
お申込み・お問合せ  

帯広市図書館 電話０１５５－２２－４７００ 
 

第７２回 読書週間 １０月２７日～１１月９日 

標語 ホッと一息 本と一息 

https://4.bp.blogspot.com/-Ky1cvFp8PW8/VMItjouDJvI/AAAAAAAAqvM/E0y79Jlz8Wg/s800/line_book.png
https://2.bp.blogspot.com/-v3k49wQTSfg/Uku9vIisZjI/AAAAAAAAYkg/xGjUYiDpZXQ/s800/autumn_tonbo.png


        

 

 

          

 

        

            

                 

   

   

『こんなに凄かった！伝説の「あの日」の天気』 金子大輔；著 

自由国民社 ２階一般 請求記号（451.91 カ） 

 プロローグの最後に、大きな文字で「一次産業を、かっこよく感

動があって 稼げる３Ｋ産業にする」と書かれています。スーツを

脱いで家業の養豚業を継ぎ、理想の「３Ｋ」を目指す著者の自分

らしさを求める働き方が力強く感じられます。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『２５歳の補習授業』 福岡伸一ほか；共著  

小学館 ２階一般 請求記号（159ニ） 

解剖学者の養老孟子さんら７名の講師が、「私たちはなぜ働く

のか、何を身につければいいのか、何を捨てるべきなのか」という

質問に、明快で実践的で革命的な答えを提示します。「２５歳」に

限らず、不安や悩みを抱えている人にオススメです。 

BOOK 

生活していくために働かなくては家計を支えることができません。働いて賃金を得る人生設計が高度成長期に確立しましたが、近年の多

様化、価値観の変化で「働く意味」が問われています。「どう働くか」は「どう生きるか」とほぼ同義になっているからです。来年４月に「働き方

改革関連法案」が施行されますが、これはあくまで法律の話です。私たちにとってこれからの「働く意味」を考えるためのヒントがあります。 

 

BOOK 

１０月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

戦後・昭和２０年から平成２９年までに起きた大きな事件や出来事をユーモラスなイラ

ストでわかりやすく図解しています。あの時なにがあったのか？どんなものが流行してい

たのか？自分の年齢や記憶と重ねて読むとより楽しむことができます。 

 

 

BOOK 

 

『ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと』 鎌田洋；著 

ソフトバンククリエイティブ ２階一般 請求記号（689.5 カ） 

『本屋という「物語」を終わらせるわけにはいかない』  

松本大介；著 筑摩書房 ２階一般（024.06マ） 

 

『雑学ニッポン「出来事」図鑑』 ケン・サイトー；絵と文 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２階一般 請求記号（210.76ケ） 

 ディズニーランドの閉園後、深夜の清掃員を「ナイトカストーディ

アル」と言います。そのひとりで「そうじの神様」と呼ばれたチャッ

ク・ボヤージンさんをモデルに、どんな仕事にもやりがいがあり、

働くことに意味があることを教えてくれる夢と感動の物語です。 

 

岩手県盛岡市の書店にベストセラーや話題の本を

仕掛けてきた書店員がいます。売上アップの成功は全

国的に報道され注目を集める存在になりました。書店

員の仕事内容、醍醐味がわかります。本が売れない時

代をどのように捉え、リアル書店を牽引していくのか？

これからの本屋の未来について展望が語られます。 

 

 気象現象が出来事に大きく影響した日、未曽有のお天気が思わぬことを引き起こした

日、気象予報士の著者ならではの天気図を使っての解説です。危険度や近い将来の発

生可能性なども載っています。最近の異常気象を考えると無関心ではいられません。 

 

    □□■□ 「働く」って何？ ■□■□□■ 

 

 
 

 

 やむを得ない事情から、３万冊の蔵書を断腸の思い

で手放した評論家の著者。本好きの最大の悩み「増え

続ける蔵書」を維持することの意味や限界について、

個人蔵書が持ち主亡き後、どのような変遷をたどること

になったが書かれています。コレクションとしての価値

と管理スペース・・・。他人事ではありません。 

『ロボットの歴史を作ったロボット１００』 アナ・マトロニック；著 片山美佳子；

訳 日経ナショナルジオグラフィック社  ２階一般 請求記号（548.3マ） 

BOOK 

 

『絵本を読むと「天職」が見つかる』 中越裕史；著 

廣済堂出版 ２階一般 請求記号（159.4ナ） 

世間体を気にせず、自分の気持ちに正直に生きていますか？

「三ねんねたろう」「わらしべちょうじゃ」など童話や絵本の登場人

物を通して本音で生きることを勧め、「やりたい仕事」を探す方法

を教えてくれます。「働き方に革命を」と呼び掛ける１冊。 

よむ 

『蔵書一代』 紀田順一郎；著 

松籟社 ２階一般（024.9キ） 

 

 

 科学の到達点、進歩した未来の象徴としていつの時代もロボットは大人気です。人類の

憧れの存在として、世界中の人々がロボットに興味を持ち話題にしました。この本ではＳＦ

作品に登場するものから実際に開発されたロボットまで幅広く紹介しています。 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆ 

BOOK 

 

トショ 

BOOK 

 

『マサカの時代（新潮新書）』 五木寛之；著 

新潮社 １階文学１ 請求記号（914.6 イツキ） 

BOOK 

 

BOOK 

『拝啓、本が売れません』 額賀澪；著  

ＫＫベストセラーズ ２階一般（023.1 ヌ） 

 

 

 先月は北海道胆振東部地震の影響で停電による臨時休館

となりました。ご理解とご協力ありがとうございました。 

今後も節電を心がけながら開館していきたいと思います。 

１０月２７日（土）～１１月９日（金）は、第７２回読書週間で

す。当館でも読書に親しんでいただけるように工夫した展示

やイベントを準備しています。子どもから大人までみなさんで

楽しめる内容です。ご家族でご来館ください。 

 ２０１５年デビューの新人作家が自身の小説が書

店に並ぶまでの生みの苦しみ。めでたく発売された

自書が書店に置いていない現状を赤裸々に綴りま

す。実行された認知度アップ作戦の顛末、売れる本

を書くにはどうしたらいいか？の疑問を出版業界の

さまざまな人に取材したノンフィクションです。 

★★★あの日、あの時、あの場所で★★★★   
最近「平成最後○○」というフレーズをよく耳にするようになりました。 

次の元号がどうなるのかも気になるところですが、今月はさまざまな時

代・年代・世代の変遷を図版や写真などで楽しむことができる資料を紹介

します。今まさに歴史の転換点と言える時期に過去を振り返りませんか？ 

 

 

BOOK 

 

【あらゆる予測が外れる“マサカ”の時代に生きている。】と実感することが多い時代。

備えるために歴史を学ぶことは大事ですが、連続で襲ってくるありえない事態のなかで、

個人にできることは何なのか？昭和世代を代表する著者が問いかけます。 

『３６５日のほん』 辻山良雄；著  

河出書房新社 ２階一般（019.9 ツ） 

手のひらサイズの大きさですが、３９２ページある本

です。タイトルの通り１日１冊、おすすめの本が紹介さ

れています。著者は東京荻窪のＴｉｔｌｅ（タイトル）という

小さな書店の店主、新旧とりまぜ「存在感」のある本を

季節に合わせてセレクトしています。 

『これから泳ぎにいきませんか』 穂村弘；著 

河出書房新社 ２階一般（019.9ホ） 

歌人の穂村弘さんが雑誌や文庫解説に寄稿した書

評集です。書籍の魅力を勢いある筆致で一気に紹介し

て読書熱を高めてくれるもの。冒頭の話題で共感を得

てからじわじわと作品内容を解説していくものなど、多

様な切り口で本好きの好奇心に応えてくれます。 

BOOK 
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  読書の秋がやってきました。

今月は読書や本について書か

れているものを展示貸出します。 

本好きの方もそうでない方の心

も満たしてくれます。 

  

BOOK 

 

『ＢＯＯＫ ＢＡＲ』 杏／大倉眞一郎；共著 
新潮社 ２階一般（019.9ア）  

 同名のラジオ番組を書籍用に再構成した内容で

す。おすすめ本の紹介から話題が広がり、読書の

愉しみを感じることができます。本読み達人のお二

人の知識量に驚くとともに、読みたい本とたくさん

出合えます。紹介本１０００冊リストが圧巻です。 

『湘南の風に吹かれて豚を売る』 宮治勇輔；著 

かんき出版 ２階一般 請求記号（645.5 ミ） 

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

https://3.bp.blogspot.com/-_iZSPnZqWnY/VMiXcQpR8yI/AAAAAAAArK0/gHwh5aV6u3A/s800/super_businessman.png
https://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_9287.html
https://4.bp.blogspot.com/-ym8ZX_wYeSQ/UYurb8YoMII/AAAAAAAARzw/ziVpt7E39Ag/s800/kouyou_momiji_ichou.png


         

                                                        

   

 

 

 

                                 

 

 
 

「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「じゃあ、女の子でＡ型の人！」 

宇賀神が声を張り上げた。小鼻をふくらませている。乗ってきた

証拠だ。五人の女子学生のうち、二人が手を挙げた。 

 

②そのニュースはひっそりと報道され、またたく間に忘れ去られた、

だが事態を重くみた者たちがほんのすこしだけ存在した。 

 

③今日、患者が死んだ。もしかすると、昨日かもしれないが、私に

はわからない。同僚の当直医からＬＩＮＥ（ライン）で連絡をもらっ

た。 

 

④「おまえ、どこで絵を習った」 

酒井抱一は為三郎が持参した自作の二枚を凝視してそう訊い

た。 

「あ、いえ、ほんの自己流で・・・・・」 

為三郎は口ごもって顔を伏せた。 

 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇ 

①『コンタミ 科学汚染』 伊与原新 講談社 913.6 イヨハ 

②『架空論文投稿計画』 松崎有理 光文社 913.6マツザ 

③『カネと共に去りぬ』 久坂部羊 新潮社 913.6 クサカ 

④『画狂其一』 梓澤要 ＮＨＫ出版 913.6アズサ 

その６７の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

レファレンス（reference） 

参考・参照図書・問い合わせ・

照会、リファレンスともいう 

（『imidas』より） 

 

図書館では、どのような手順で調べものをすると良いのでしょう？司書が

調査の過程を公開します。みなさんが調べるときの参考になれば・・・。 

 

 

質問）芝刈り機の使い方、操作方法が載っている本 

 

…調査を進めていくと実は草刈り機の使い方をお探し。 

  芝刈り機を購入するときに参考になる記事はあるが、機械の使い方は見つからず・・・。 

  そうすると、お客さんが欲しい情報は【草刈り機】だと判明。 

芝生を草刈り機で刈るので、芝刈り機と言ってしまったみたい。 

 

回答）草刈り機の使い方はこれらの資料にあり 

615.6 ﾉ 『農家が教えるラクラク草刈り・草取り術』 

592.7 ﾃﾞ 『ＤＩＹ道具上達テクニック百科』 ｐ７７  

614.8 ｽﾞ 『図解農業機械』 

 

＜芝生の手入れの本からも一冊貸出＞ 

629.73 ｱ 『芝生』（ＮＨＫ趣味の園芸 よくわかる栽培１２か月） 

＜雑誌記事＞ 

「現代農業」 2018年 7月号  草刈りが意外と楽しくなる工夫 2018 

「現代農業」 2012年 7月号  草刈り・草取り 

「ニューカントリー」 2007年 9月号 ｐ36 文章のみ（作業手順・注意事項など） 

 
草
刈
り
機 

芝
刈
り
機 

写真を一緒に確認するなど、

同じイメージを持って調査を進

めているか？ということがとて

も大事です。そのためお客様

にはいろいろ質問をしますが、

解決への近道ですのでよろし

くお願いします。 

https://2.bp.blogspot.com/-SObo8z0Ajyw/V9ppuyMxT2I/AAAAAAAA9xI/jwNeixWhDeMJ6K_z96edB45umM6WTftVQCLcB/s800/kusakari_shibakari.png
https://4.bp.blogspot.com/-FGxUW6z1D0w/V9pp2FwxwVI/AAAAAAAA9yo/U7x9oSf1MG8JdST6uuxWE1lJojK9g2bYwCLcB/s800/shibakari_man.png
https://1.bp.blogspot.com/-6kZUT-vJb2s/VZ-Qo99aZWI/AAAAAAAAvOo/FNa543ca3WQ/s800/ojisan3_question.png

