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その６２ 第５４回 子どもの読書週間事業 

 

 

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。 

【子どもの読書週間事業】 

★テーマ別オススメ資料 

【キラリ！会話術】 

【エッセイを読もう】 

★レファレンス最前線 

【韓国時代劇の背景】 

 

 

第５４回 子どもの読書週間事業のお知らせ 

  ４月２３日～５月１２日 標語「君と未来をつなぐ本」 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

帯広市図書館 

みんなでこいのぼりをつくろう 

期間：４月２４日（火）～５月５日（土） 

場所：１階 エントランスホール 

 

図書館へのぎもんやしつもんにお答えします 

期間：４月２４日（火）～５月１３日（日） 

場所：１階 こどもの本の森展示 

みて！さわって！びっくりしかけ絵本 

期間：４月２４日（火）～５月２３日（木） 

場所：１階 こどもの本の森展示 

スペシャルおはなし会 

日時：４月２９日（日）１１：００～１２：００ 

場所：１階 多目的視聴覚室 

帯広開拓クイズにチャレンジ 

日時：４月３０日（月）１３：３０～１５：００ 

場所：２階 総合学習室 ＊申込必要 

まめっこ探検隊～図書館の秘密捜査開始～ 

日時：５月６日（日）９：４５～１１：３０ 

場所：図書館内 ＊申込必要 

こども映画会「ぼくのともだちのおはなし」 

日時：５月６日（日）１４：００～１４：３０ 

場所：１階 多目的視聴覚室 

お問合せ：帯広市図書館 ０１５５－２２－４７００ 

木曜名画座 

日時：５月３日（木）１０：１５～１７：１０ 

場所：１階 多目的視聴覚室 

なりきり図書館員 

日時：５月６日（日）１３：００～１４：００ 

場所：図書館内 ＊申込必要 

オリジナルおりがみえほんをつくろう♪ 

日時：５月１２日（土）１３：３０～１４：３０ 

場所：１階 多目的視聴覚室 ＊申込必要 



                      

 
                                     

 

 

            

 

        

           

                 

              

  

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 

春になり、学校や職場などで、新しい環境で人間関係をスタートさせる方も多いことでしょう。初対面の方と話すのがちょっと苦手という人見知り

の方や、どのように声掛けをしていいか迷うことがあるという方に、心に留めておきたい会話術、さまざまなシーンで活用できる話す技術について

のスキルアップ本を集めてみました。 『ぜんぜんたいへんじゃないです。』 朝倉かすみ；著  

朝日新聞社 １階文学１ 請求記号（914.6アサク） 

 

人前で「落ち着いて」「感じよく」自分をアピールできるワザ

を伝授しています。あがらない心構え、リラックス方法、会話

の糸口まで、子どものころは極度のあがり症で悩んだ経験を

持つ人材育成コンサルタントの著者が経験をもとに書いた勇

気がでる１冊です。 

BOOK 

 

『あがらない話し方』 松本幸夫；著              

学研パブリッシュ ２階一般 請求記号（809.4マ） 

 

 

BOOK 

 

『人づきあいのレッスン』 和田裕美；著 

ダイヤモンド社 ２階一般 請求記号（361.45ワ） 

 

 

人づきあいが苦手で、春は気が重いと感じている方におすす

めです。双方がお互いに、心地よく「幸せだねぇ」と言い合える関

係を作るための方法を説明しています。小さな気付きからはじめ

られるゆっくりレッスンなので緊張せずに読んでみましょう。 

BOOK 

 

『認知症介護困る場面の声かけテクニック』 米山淑子；著 

日総研出版 ２階一般 請求記号（369.26 ヨ） 

 
誰しもが未知な領域である老齢期の心理。高齢者施設で働

いてきた著者が丁寧に解説しています。介護職場でも家庭でも

使えるシチュエーション別の言葉かけと適切な態度、「禁句」と

「言い換えのテクニック」など、心通い合う会話術がわかります。 

BOOK 

 

『子どもが一週間で変わる親のこの一言』波多野ミキ；著  

三笠書房 ２階一般 請求記号（379.9ハ） 

 
 子育てのなかで経験するちょっとしたつまづき。自分の子ど

もなのにどうして？と悩んだとき、言葉かけや接し方を変えて

みてはどうでしょう。ちょっとだけ気をつけて、いつもの言葉を

よりよい言葉に替える魔法の一言が紹介されています。 

雪解けが一気に進み自転車で活動する方が目立って

きました。ようやく春に近づいてきましたね。 

４月は中城ふみ子賞の作品募集、ノンフィクションを書

くための講座、子どもの読書週間事業などイベントが多

数あります。図書館ロビーにチラシを用意していますの

で、興味があるものにはどんどん参加してください。一部

申込必要なものがありますのでよろしくお願いします。 
４月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

早稲田大学教授の肩書も持つ堀江さん、このたび芥川賞の選考委員にも就任されま

した。物語のなかで出会った魅力的な女性たちを記憶のなかから呼び戻し、あたかも存

在していたかのように浮き上がらせる不思議な読後感の読書エッセイです。 

BOOK 

『彼女のいる背表紙』 堀江敏幸；著  

マガジンハウス １階文学１ 請求記号（914.6ホリエ）  

 

 

キラリ★会話術！ 

 

札幌出身、『田村はまだか』で一躍注目を集めた朝倉さんの締め切り地獄。白髪を見

つけたがっかり感。年下夫とのラブラブな日々などなど。朝倉家の日常を覗き見してい

るようなドキドキとピンチに、強気で立ち向かう姿を応援したくなる爽快な１冊です。 

『猫とあほんだら』 町田康；著 

講談社 １階文学１ 請求記号（914.6マチダ） 

 『猫にかまけて』など猫エッセイが多い町田さんの猫騒動記。いつのまにか飼い猫が１０

匹になり広い一軒家を求めて引越し先の下見に行った。そこで震える２匹の子猫を発見し

てしまう町田夫妻。衰弱している子猫、目があってしまった・・・どうする？どうなる？ 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『世界クッキー』 川上未映子；著  

文藝春秋 １階文学１ 請求記号（914.6 カワカ） 

 友だちに語りかけるように、思っていること感じていることを素直に綴っています。時に大

爆笑を誘い、切ないまでの真摯な姿に涙がにじむ。日々を疾走していく川上さんの等身大

の言葉が共感を呼ぶ。読んだあとに甘いクッキーでお茶したくなるような濃密な記録です。 

BOOK 

◆◇◆あの人の考えていること・・・◆◇◆ 
日々の生活のなかで感じたことを著者なりの観察眼で表現していくエッセイ。失敗談や勘違

いから生じたハプニングを、ユーモアを交えて綴る楽しさ。昔の思い出を、郷愁を呼び起こし

共感を抱かせる静かな言葉たち。エッセイ集は１階文学１グレーのラベルで記され、著者の名

前アイウエオ順に並んでいます。ラベルを手がかりに探すのもおすすめです。 

『先生、子リスたちがイタチを攻撃しています』  

小林朋道；著 築地書館 ２階一般 請求記号（481.78 コ） 

鳥取の自然豊かな環境にある大学では、里山から

動物たちがやってきて挨拶がてら校内を闊歩します。

人間と動物の行動比較を研究している小林教授と学

生の活動と毎日起きる大騒動を軽快に記しています。

本当に！ハプニングばかりのキャンパスライフ。 

『もう一つの箱根駅伝』 市川真也；著 

無双社 ２階一般 請求記号（782.3 イ） 

 
箱根駅伝のコースをゴミ拾いしながらリレーしていく

大会が２００６年から５年間開催されていました。大学

生が自ら考えた社会参加です。発起人である著者が

体験したこと、ゴミ拾い駅伝で展開されたドラマ。行動

力で未来を切り開いた記録です。 

 

『Ｗｉｎｄｏｗ Ｓｃａｐｅ』 東京工業大学塚本由晴研究 

室；編 ﾌｨﾙﾑｱｰﾄ社 ２階一般 請求記号（524.89ウ） 

研究室の学生とともに世界２８カ国をめぐるフィール

ドワークで集めた「窓のある風景」を写真とイラストで紹

介しています。窓辺には光が注ぎ人々が集まり、それ

ぞれの生活を垣間みることができます。とても美しい写

真と素敵な窓がたくさん紹介されています。 

 

『アフリカにょろり旅』から４年。世界的大発見として

ニュースにもなったウナギの産卵場所を突き止め目的

を達成した東大研究チームの次なるミッションは世界

中のウナギサンプルを集めること。タヒチに向かった採

取チームに待ち受ける困難。彼らはどう乗り切るか？ 

BOOK 

 

『うなドン』 青山潤：著 

講談社 ２階旅行 請求記号（297.5ア） 
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BOOK 

 

大学を舞台に授業や学生生活に

ついて書いている本をいくつか紹介し

ます。どの学校でも学生が人間的に

成長することを願い、そのきっかけと

なる教養や研究、財産となる友情や

師弟の絆などをあたたかい眼差しで

見守る人生の先輩の様子が描かれ

ています。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『東京理科大長万部学寮物語』 村上学；著 

ダイヤモンド社 ２階一般 請求記号（377.9ム）  

  東京理科大は１年次を全寮制の長万部キャ

ンパスで過ごします。学業に取組みながら、自ら

部を立ち上げ、地域行事に積極的に関り、人間

的にも成長していきます。友情が育まれ、教授

たちの学びのサポートを実感する物語です。 

『生協の白石さん』 白石昌則；著 

講談社 ２階一般 請求記号（049シ） 

 

 
東京農工大生協の「ひとことカード」にお返事

をする白石さんの生真面目かつ大胆な返信が

学生たちを魅了し、ネットで話題になったことで

書籍化された本です。常に生協の宣伝も忘れな

い白石さんの職業意識に拍手したくなります。 

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           

 



 

                                                               

     

  

 

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

質問）韓国ドラマの朝鮮王朝を舞台にしたものを見ているが、宮廷の役職やしきたりがわかる 

   ような本は図書館にありますか？棚を広く見たけれど見つけることができないのですが。 

 

●昨年末ごろから問い合わせが多い事項です。韓流時代劇の背景を解説している本がいくつかあります

ので発行年が新しいものを中心にご紹介します。 

◎朝鮮王朝について知るなら 

221.05カ 『知れば知るほど面白い朝鮮王宮王妃たちの運命』 コウ・キホウ；著 実業之日本社 

221.05 タ 『朝鮮王朝５００年の秘密』 橘洸次：著 二見書房 

221.05 ミ 『ここが一番おもしろい！朝鮮王朝の王と女たち』 水野俊平：解説 青春出版社 

221.05ニ 『朝鮮王朝「儀軌」百年の流転』 ＮＨＫ取材班：編 ＮＨＫ出版 

288.49イ 『王妃たちの朝鮮王朝』 イン・テイラン；著 日本評論社 

778.8カ 『韓国時代劇を楽しむための朝鮮王朝ガイド ２０１２版』 トキメキパブリッシング 

778.8イ 1-3 『イ・サン １～３巻・特別編』 ＊韓国ドラマガイド 日本放送出版協会 

◎韓国の歴史について知るなら 

221.01カ 『韓国の歴史 国定韓国高等学校歴史教科書』 大槻健ほか；訳 明石書店 

221.01キ 『韓国の伝統文化』 キム・ホワン；著 風媒社 

221.4ス 『図説 ソウルの歴史』 砂本文彦；著 河出書房新社 

292.1マ『ハンドブック韓国入門』 松原孝俊；編 東方書店 

 

●韓国ドラマの原作本については、日本でノベライズとして出版されているものは少なく、現代劇であれば

日本でヒットしたドラマのものはありますが、朝鮮王朝関係のものはまだ出版がありません。 

お願い 

ここで紹介している資料は、現在、人気があり貸出中もしくは予約待ちの場合があります。 

カウンター、館内ＯＰＡＣ、ＷＥＢから予約できますのでご利用ください。 

こんな資料相談がありました 

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 

２階資料相談カウンターに寄せられた

相談業務の一部をご紹介していきます。

職員はどんな調べ方で答えに進んでい

くのかプロセスをどうぞ・・・ 

 

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その３５ 

 帯広市図書館で所蔵している雑誌を五十音順にご紹介しています。 

今月は、『ファウラ』『フィーメイル』『婦人画報』『婦人公論』の４誌です。 

＊最新号は館内閲覧のみ、バックナンバーはお借りいただけます。 

 

『ファウラ』 北国からの贈り物 季刊 ２００３年秋号より所蔵 

★北海道の豊かな自然を知ってもらいたいと願うコラムニストやカメラ

マンなど道内で活動を続けている人たちが有志で制作している雑誌

です。北海道の動植物について毎号特集されていますので身近な

自然を理解するのに役立つ雑誌です。 

 

『フィーメイル』 ブティック社 季刊 ２００８年春号より所蔵 

★女性向けの洋服を中心としたソーイング雑誌です。季節ごとの流行

パターンで自分だけの洋服を手作りすることができます。布地の素

材や色に変化をつけることで幅広い年齢層に対応できるシンプルな

デザインが人気です。製作手順の詳しい写真がわかりやすいです。 

  

『婦人画報』 ハースト婦人画報社 月刊 ２００８年４月号より所蔵 

★年齢を重ねるごとに美しく知的に輝く女性に向けた内容です。グラビ

ア写真の美しさには定評があり、日本の伝統文化、観光地、自然の

魅力を伝えています。 

 

『婦人公論』 中央公論新社 隔週 ２００６年４月７日号より所蔵 

★女性の豊かなライフスタイルを追求していく老舗の雑誌。大人の女

性が悩んでいる健康・家庭生活・親子関係など、著名人からのアド

バイスが人気を集めています。当館でも予約待ちになるほど人気の

雑誌のひとつです。 
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