◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています その１◆
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※その２は裏表紙を見てね♪

第７３回 読書週間事業のお知らせ
第７３回 読書週間 １０月２７日（日）～１１月９日（土）
標語 「おかえり、栞の場所で待ってるよ」

【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 その１
【第７３回 読書週間事業の
お知らせ】
◆帯広市図書館から、こんなことを
発信しています その２
【からだ♪ナビ健康講座の
お知らせ】
◆よむ☆トショ（テーマ別オススメ資料）

「童謡百年物語」
・１０月２６日（土）
・１３：３０～１５：３０
・１階 多目的視聴覚室

地域資料講演会

【めざせ！コミュ力ＵＰ】

「図書資料が語る十勝の歴史」

【手紙で伝える想い】

・１１月２日（土）
・１４：００～１５：３０
・１階 多目的視聴覚室

「あつまれ♪秋のスペシャル
おはなし会 ｉｎ 図書館」

「後期図書交換会」

・１１月３日（日・祝）

・１０：００～１５：００
・１階 多目的視聴覚室

・１１：００～１１：３０
・１階 多目的視聴覚室
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・１１月４日（月・祝）

すべて ≪参加無料≫≪事前申込不要≫
＊イベントやその他展示等の詳しい内容は図書館ＨＰ、館内チラシをご覧ください

【お問い合わせ先】 帯広市図書館

TEL：0155-22-4700

帯広市図書館
〒０８０-００１２

帯広市西２条南１４丁目３番地１
電話 ０１５５－２２－４７００
https://www.lib-obihiro.jp

よむ☆トショ

（土）は「第７３回読書週間」

日

月

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

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

展示やイベントをご用意して

本の紹介は… 『書名』・（請求記号）・本のある場所・著者名・出版者名の

います。ぜひご家族でご来館

順番で表記しています。（※著者名が無い場合あり）

ください。

○●○ 手紙で伝える想い ○●○

≪１０月のカレンダー≫

１０月２７日（日）～１１月９日
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切手やハガキ、便箋や封筒などのデザインにこだわってみる。絵手紙を描いたり、ハンコを
作ったり、切り絵や版画を手作りしたりする。ポスト、風景印、配達など郵便に関するモノ・
コトを集めてみる・・・など。たまにはメールではなく手紙もいかが？
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BOOK

『世界の郵便ポスト』 （693 ｻ）

20 21 22 23 24 25 26

２Ｆ一般

27 28 29 30 31

趣味が高じて撮り集めた世界１９６ヵ国の郵便ポストの写真。世界のポストは色も

酒井 正雄／著

講談社エディトリアル

形も様々です。どうしても著者が自分では撮れなかった国が１つだけありますが、
それはどこの国でしょう？ぜひ本書でご確認ください。

物事の内容や思いを伝えるのは、その時の状況や相手によって随分と違
うものです。話し方・聴き方・伝え方にひと工夫加えて、コミュニケーション
力をアップしてみませんか？あなたのモヤモヤをスッキリ解消するヒント
が見つかりますように・・・。

◆◇ めざせ！コミュ力ＵＰ ◇◆

BOOK

『楽しさ届けるはじめての絵封筒』 （726.50 ｳ）
２Ｆ一般

内尾 夕子／著

実業之日本社

切手を貼った周囲に絵を加えることで素敵な絵封筒が出来上がります。絵を描く
BOOK

２階ビジネス

BOOK

石田 章洋／著

□
□

■

のは苦手、という方も大丈夫。同じ柄の切手を並べて貼るだけですごくおしゃれに

２階一般

なる方法や写真を切って貼るアイデアなども紹介。

土田 晃之／著

双葉社

そもそも本を読んだところで、しゃべり方なんて上手くならない

けを相手の記憶と印象に残す伝え方が一番。その基本と、３

と前置きしたトークのプロである芸能人が、相談者の相談に

つの型、周囲をうならせるスキル、ノウハウを放送作家の著

答える形で伝授する話力。ちょっとした手法や、見方を変え

者が教えます！

ることで、苦手意識が解消されるかも。
BOOK

『おとなママの会話術』 （809.2 ﾀ）
辰巳 渚／文

岩崎書店

浅田 次郎／［ほか］著

BOOK

話のボールを落とさずに、流れるようなトークがしたいあなた

「感じがいい」「また会いたい」と思ってもらえる会話術のコツ

へ、「あの作家さんも、そうなんだぁ」と、誰かと心が通じたよう

が紹介されている一冊。

でホッとした気分になるエッセイ。

２階一般

はありますか？
今月はシネマ（映画）に関
する本の展示・貸出を行
います。ぜひご覧くださ
い。

BOOK

井上 荒野・江國 香織／著

『赤崎水曜日郵便局』 （816.8 ｸ）
２Ｆ一般

楠本 智郎／編著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

２０１６年３月まで行われていたアートプロジェクト「赤崎水曜日郵便局」。水曜日に
あったことや考えたことを書いて送ると、見知らぬ誰かの水曜日の物語が届くという
ものです。４０００通を超える中から選ばれた書簡集。

『映画の字幕ナビ』 （778.04 ｵ）
２階一般

新潮社

ＰＨＰ研究所

いろいろな模様があって、いくつか持ってはいるけれど、どう使ってよいのか迷う一

河出書房新社

の。何気ないひと言で相手との関係がグッと良くなったり、

BOOK

亀井 ゆかり／監修

象が良くなります。選び方、書き方、例文を掲載。

話すことで人づきあいが上手くいったり、いかなかったり。会

『あの映画みた？』 （778.04 ｲ）

『１分で心をつかむ魔法の一筆箋』 （816.6 ｲ）
２Ｆ一般

『話しベタですが･･･』 （914.68 ﾊﾅｼ）
１階文学

BOOK

BOOK

筆箋。ほんの数行、一枚添えるだけでぬくもりや気持ちを伝えることが出来て、印

ママ友とのお付き合いは、楽しいけれども何かと気をつかうも

人生で忘れられない映画

シ
ネ
マ
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ＷＡＶＥ出版

『納得させる話力』 （779.9 ﾂ）

「短くてわかりやすい」に尽きる、説明の技術。必要な情報だ

２階一般

■

BOOK

『ひと言で伝えろ』 （336.49 ｲ）

落合 寿和／著

BOOK

スティングレイ

『映画のグルメ 続』 （778.04 ｻ 2）
２階一般

斉田 育秀／著

五曜書房

共に映画好きで三十年来の友人の井上荒野と江國

映画や音楽、スポーツなど様々な分野の字幕翻訳

「スタンド・バイ・ミー」や「ALWAYS 三丁目の夕

香織。そんな仲良しの作家二人が「食べもの」「ロー

や吹替翻訳を担当している著者が、ふだん何気なく

日」など、６３の映画作品に出てくる食べ物につ

ドムービー」「子ども」などのテーマで選んだ１００作以

見ている映画字幕の裏に隠されたテクニックや字幕

いての歴史や文化等がふんだんに盛り込まれて

上の映画について語り尽くす映画対談集。読むとき

の未来などについて解説。これを読めば映画字幕の

いる一冊。どのシーンにどの食べ物が出てくる

っと映画を観たくなる！

裏側がすべてわかる。

のか記憶を辿りながら読むのもオススメ。

『日本懐かし映画館大全』 （778.09 ｵ）
２階一般

大屋 尚浩／著

辰巳出版

BOOK

『世界シネマ大事典』 （778.2 ｾ）
２階一般

フィリップ・ケンプ／責任編集

BOOK

『キネマ旬報ベスト・テン９０回全史』 （778.2 ｷ）
２階一般

キネマ旬報社

全国各地の今も存在する映画館やすでに無くなって

遠藤 裕子ほか／訳

三省堂

１９２４年に第１回を開催してから２０１６年で９０回を

しまった映画館等をたくさんの写真で紹介。

世界各国の１５０を超える映画作品を年代別に６つの

迎えた「キネマ旬報ベスト・テン」。各年度の外国映

ほかにも映画看板絵師や映画館館主のインタビュー

章に分けて丁寧に紹介。日本からは「千と千尋の神隠

画・日本映画のベスト・テン結果や映画界１０大ニュ

などを収録。個性豊かな昭和の映画館をめぐる旅に

し」や「七人の侍」などの映画が掲載されている。映画

ース等を掲載。９０年分の映画の歴史が凝縮された

出てみよう。

ファン必見。

読み応え十分な一冊。

その７９の段

◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています その２◆

©紀伊国屋書店新宿本店

「続きが気になる本。」ございます。

からだ♪ナビ健康講座のお知らせ

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。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●

参加
無料

➀市長を暗殺しにこの街へやってきたのに、そのかれと友だちに

２０１９年１０月２４日（木） 開催！

なってまった・・・。
それはわたしにとって初めての任務だった。

≪からだ♪ナビ健康講座≫

「正しく知ろう！乳がんのこと」

②別れ話を、ファミレスでするってどうなんだろう。
しかも家族連れも当たり前まえにいるような、夜の九時－きっと
私が、泣きもせず喚きもしないと高を括ってるんだろう。それと

10 月の「乳がん月間」に合わせて、乳がんについて正しい知識を学び今後に
役立ててもらうおうと開催するものです。

も別れる女に金を使っても仕方ないから、早くも節約モードに
入ってるんだろうか。

当日は、当館所蔵の「乳がん」に関する本の展示・貸出も行います。

・日

時 ： ２０１９年１０月２４日（木） １３：３０～１５：００

・会

場 ： 帯広市図書館 １階 多目的視聴覚室

・定

員 ： 先着３０名

③その人が、どれくらいの貧乏だったかを知りたいときは、育った
家の窓の数を尋ねるのがてっとりばやい。食べていたものや着
ていたものはあてにならない。

※定員になり次第、締め切り

・申込期間 ： ２０１９年１０月８日（火）～１０月２０日（日）
・申 込 先 ： 帯広市図書館 ３階 事務室（来館または電話）

たくさんの方のご参加をお待ちしています！

④「・・・な、な、な、何を考えて、九十五階だなんて処にオフィス
をもうけたりしたんですっ！」
午後三時二十九分。
さて、本のタイトルは・・・◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
① 『ざんねんなスパイ』 一條 次郎／著，新潮社，913.6 ｲﾁｼﾞ

【申込・お問合せ先】
帯広市図書館

TEL：0155-22-4700

② 『アンドロメダの猫』 朱川 湊人／著，双葉社，913.6 ｼﾕｶ
③ 『夏物語』 川上 未映子／著，文藝春秋，913.6 ｶﾜｶ
④ 『星から来た船 中』
新井 素子／著，出版芸術社，913.6 ｱﾗｲ 7

