
 

 

 

 

 

             

 

 

  

こどもの読書週間にあわせてイベントを行います。すべて参加は無料です。 
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その７４ 第５５回 こどもの読書週間行事のお知らせ 

 

 

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。 

【こどもの読書週間】 

★テーマ別オススメ資料 

【めざせ！達人○○術】 

【お金のはなしをします】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【帯広市図書館入門編】 

 

帯広市図書館 

第５５回 こどもの読書週間 

４月２３日（火）～５月１２日（日） 

標語 たくさん読んで大きくなあれ 

お問合わせ・申込 

帯広市図書館 

☎２２－４７００ 

 

事前申込が必要なものがあります。各行事の詳細は図書館内チラシ、

ホームページ、広報おびひろ４月号をご覧ください。このほか、関連展示

など楽しいイベントを準備して来館をお待ちしています。 

４月２７日（土）　11：00～12：00
５月６日（月）　13：00～14：00

なりきり図書館員
対象：小学３～６年生
事前申込抽選制

４月２７日（土）　13：00～14：30

ＰＯＰを書こう！
～友だちに紹介したい本～

対象：小学４年生～高校生
事前申込先着２０名

４月２８日（日）　１１：00～１２：00

スペシャルおはなし会
対象：幼児～小学生

当日受付

５月３日（金）～６日（月）開館中

探検！スタンプラリー
対象：小学生

毎日受付先着２０名

５月５日（日）　14：00～14：30

こども映画会
上映作品　「たまごにいちゃん」

対象：幼児～小学生
当日受付

５月１１日（土）　13：30～14：30

１枚の紙からミニえほん
をつくろう！

母の日プレゼントえほんをつくります
対象：小学生
事前申込１５名



                      

 
                                     

 

 

           

 

        

           

                 

             

  

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 

毎朝、開館までの時間は職員全員で図書館の棚を整理しています。書棚の乱れを直しながら、背表紙を見ていると本の題名に

「 ～術」と書かれているものを多く見つけます。驚くほど幅広いジャンルにわたり、現状を打破するアイディアや工夫を紹介している

本があります。仕事やライフスタイルを向上させるためのワザ、盗んでみませんか？ 
『お金で泣かないための本』 千葉保＋利息解読プロジェクト；著  

太郎次郎社エディタス ２階一般 請求記号（338.7チ） 

「効果的な方法論に従えば、必ず仕事の成果は上がる」と

して、短時間でデキる仕事人になる方法を具体的に紹介して

います。生産性を高める考え方、自分ルールの作り方、どん

な仕事にも応用が効きます。できそうなことからチャレンジ！ 

 

 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『毎朝スッキリ起きる技術』  

光文社 ２階一般 請求記号（498.36マ） 

 

 

 季節の変わり目であり、春眠暁を覚えずというだけに春はなん

だか目覚めがスッキリしないな～とお悩みの方に、ぜひおすす

めしたい１冊です。「朝がつらい」原因をタイプ別に診断、解決法

を図解でわかりやすく紹介しています。 

BOOK 

 

『腹だけ痩せる技術』 植森美緒；著   

メディアファクトリー １階生活 請求記号（595.6ウ） 

  なんて魅力的なタイトルなのでしょう。春の健康診断を前にし

て、ぽっこりお腹にお悩みの方、必見です。お腹をへこませること

だけに集中して解説しています。体型から原因をさぐり、どのよう

な方法でお腹をペタンコにするのか・・・。健康運動指導士が教え

る「植森式ドローイン」どんな技術なのでしょう？ 

BOOK 

 

『相手がわかるように教える技術』 戸田昭直；著  

中経出版 ２階ビジネス 請求記号（336.47 ト） 

 新入生、新入部員、新入社員の後輩たちに何かを教えると

き、自分ではわかっているつもりでも相手は「きょとん」としてい

た経験はありませんか？教えることは習うより難しいものです。

意識して教えるコツを勉強してみませんか？教え上手な先輩と

して、気持ちのよいスタートを切りましょう。 

 ようやく春らしい日差しになり、芽吹きがうれしい季節に

なりました。 

転居や進学・就職などにともなう住所・電話番号の変

更、帯広市内⇔広域カードへの切り替え手続きは、１階カ

ウンターにて受け付けています。変更したかどうかの確認

もできますので、お気軽に声をかけてください。 

５月２４日～３１日は蔵書点検作業のため休館します。 

４月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

 お金を貯めるための法則を図表で紹介しています。収入の５％を貯蓄に充てるベスト

な方法はずばり、家計簿とお得なシステム利用。予算の立て方、節約管理、そしてお金

の現実を知る。お金の流れが見えることで貯蓄が楽しくなるはずです。 

 
BOOK 

『５％リターンの法則』 橋浦多美；著  

ビジネス社 １階生活 請求記号（591ハ） 

 

 

めざせ達人！○○術 

 

 コンビニＡＴＭで２４時間お金が引き出せる時代。おサイフケータイや電子マネーの出

現で現金を支払うことが尐なくなると、いつしかお金のトラブルに巻き込まれていた・・・

なんてことにならないよう。困る前に読む！お金のトラブル回避術です。 

 

 
『４７テーマで学ぶ家計の教科書』 矢野きくの・北野琴奈；共著 

ＴＡＣ出版 １階生活 請求記号（591ヤ） 

経済的に節約していても、テクニックを駆使していてもお金が逃げて行くと感じている

方は、ライフスタイルから考える必要があるかも知れません。消費に関するお得な行動

を丁寧に説明しています。小さなことからコツコツと、が基本のようです。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『「定年」前後の手続きと生活プラン２０１２』  

日本実業出版社 ２階一般 請求記号（364.3テ）  

  定年前後の手続きスケジュールをケース別にわかりやすく解説しています。忘れてはい

けない保険、年金、税金の手続き方法。その後のマネープランの考え方をライフスタイル

にあわせて検討できる実用的な内容です。 

 

 

BOOK 

\\\\\\\ お金のはなしをします $$$$$$ 
 この季節は転居や進学など、交際費をはじめ急な出費にお財布がピンチ！という状況にな

ることも尐なくありません。お金がない。というのは精神的にも不安になり、気持ちも後ろ向き

になってしまいます。いざというときに慌てないよう、マネープランを見直す 

きっかけの本を、集めました。 

 

 

『マルとなぞなぞこぞう』 きたやまようこ；作 

メディアファクトリー １階児童 請求記号（91.3キタヤ） 

こちらは幼年童話。ばんけんやマルシリーズ第２弾。

マルの仕事は「ばんけんや」、大事なものを守ります。

そんなマルのお仕事ぶりをちょっと拝見。言葉遊びと、

なぞなぞがたくさん詰まっています。「なぞなぞこぞう」

に隠された素敵なナゾを一緒に解いてみませんか。 

『ＭＯＥ 2000年 11月号』 白泉社 ３階書庫 

「きたやまようこの北海道紀行」 

 １９９８年６月に帯広郊外にアトリエを構えた、きたや

まさんを取材した記事が掲載されています。帯広空港

周辺のおすすめスポットもきたやまさん自らが紹介して

います。アトリエで生まれた小さなおはなしも初公開さ

れている素敵な帯広紀行です。 

『うわさのがっこう』 きたやまようこ；作 

講談社 １階児童 請求記号（91.3キタヤ） 

 森のなかで生活する小さな動物や虫、植物がカラフ

ルに伸びやかに活躍する童話です。哲学的なきたやま

ワールドはそのままに、擬人化をさらに極めた感のあ

る新境地です。足元の小さな世界にお邪魔して聞かせ

てもらったような、かわいいうわさのおはなしです。 

もりでネズミの「ねじゅやまねじゅみさん」をひろったく

まざわくん。ねじゅやまさんと暮したいと願うのです

が・・・。柏やどんぐり、森の雰囲気など帯広での生活

が作品に反映されたかのような作品です。この仲良し

コンビは大好評シリーズで現在第６巻まで出ています。 

BOOK 

 

『いいものひろったくまざわくん』 きたやまようこ；作 

あかね書房 １階児童 請求記号（91.3キタヤ） 
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BOOK 

 

絵本作家きたやまようこさんより  

帯広市に５３５冊の著作が寄贈され、

図書館にも６５作品が入りました。 

きたやまさんの作品は赤ちゃん絵本か

ら幼年童話まで幅広く、優しい色彩と

かわいいキャラクターたちの魅力に溢

れたものばかりです。１階こどもの本の

森、２階地域作家コーナーでご覧いた

だけます。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『ゆうたはともだち』 きたやまようこ；作 

あかね書房 １階児童 請求記号（ＸＥキタヤ）  

 きたやまさんの代表作と言えば、この作品で

しょう。シベリアンハスキーのじんぺいとゆうたく

ん家族が違いを認めながら仲良く暮す様子が描

かれています。ユーモラスなのにちょっぴり哲学

的、子どもたちもなぜか引き込まれる名作です。 

『ミュージックツリー』 アンドレ・ダーハン；作  

講談社 １階児童新着 請求記号（Ｅ ダハン） 

 

 

 フランスの絵本作家、アンドレ・ダーハンさん。

柔らかなタッチと青色が印象的。この作品は、き

たやまさん翻訳による日本語で、美しく愛情に満

ちた素敵な物語になりました。相手を大事に想う

気持ちを育む時間が絆を育てるのですね。 

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         

 

 

『最短で結果が出る超仕事術』 荘司雅彦；著 

講談社 ２階一般 請求記号（159.4シ） 

 



        

                                                        

   

 

 

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

図書館の本や雑誌を読むこと、借りることは無料です。 

はじめて来館された方はコチラ↓ 
①本を借りるための利用者カードを作成します。 

     ②好きな本を選んでください。（１０冊まで） 

③本を借りる手続きは１階カウンターで行います。 

 

利用者カードの申込み  
十勝管内にお住まいの方であればカードを作ることができます。 

利用登録申込書に記入後、住所・氏名・生年月日を確認できるもの(免許証、健康保険証など)を

添えて１階カウンターに出してください。その場でカードを作成します。 

借 り る  

借りたい本・ＤＶＤなどを１階カウンターに出してください。また、本と雑誌は１階の自動貸出

機（３台）にて、ご自分で借りることもできますのでご利用ください。 

本・雑誌・紙芝居・ＣＤブック⇒ 合わせて１人１０冊まで２週間 

DVD・ビデオ・CD・カセットテープ⇒ 合わせて１人３点まで２週間 

返  す  

カウンターまでお返しください。返却時に利用者カードは必要ありません。 

なお、休館日や開館時間外時は、ブックポストに本だけをご返却ください。（ＤＶＤやビデオ・

CD・カセットテープは壊れやすいため、開館中にカウンターにお返しください。） 

 

開館時間 

火 曜 日 ～ 金 曜 日：午前１０時～午後８時  土・日曜日・祝日：午前１０時～午後６時 

休 館 日 

毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日） 

月末整理日（毎月末日。ただし、末日が土・日の場合は繰上げた日） 

特別整理期間（年１回の蔵書点検期間～約１週間）年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

 

「続きが気になる本」ございます。 

 「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」、これはクイズなどで

も有名な川端康成の「雪国」の冒頭です。本選びのときに最初の１ペー

ジを読んで決めるという方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 

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。 

ちなみに「ほんのまくら」というのは、「書き出し＝まくら」に見立て紀伊

国屋書店で展開している読書フェアのアイディアを参考にしています。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○● 

①八月のある日、男が一人、行方不明になった。休暇を利

用して、汽車で半日ばかりの海岸に出かけたきり、消息を

たってしまったのだ。 

 

②花はさくら木ひとは武士、とはいったいいつごろだれがい

いはじめたことばなのだろうか。 

 

③バスクラリネットの死を知ったトロンボーンとアルトサクソフ

ォンは、ちょっとしたパニックに陥った。互いがあまりに動

揺しているものだから、二人は遂にバスクラリネットの秘密

に気づいてしまった四半世紀を経て。 

 

④ちょいとお前さん、お前さんのことだよ。どっちを向いてい

るのさ。ああ、あちこち見ても私は目に入らないよ、 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆ 

①『砂の女』 安部公房 新潮社 913.6アベ 

②『花はさくら木』 辻原登 朝日新聞社 913.6ツジハ  

③『ブラバンド』 津原泰水 バジリコ株式会社 913.6ツハラ 

   ④『つくもがみ貸します』 畠中恵 角川書店 913.6ハタケ 

その１の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 帯広市図書館入門編 

本を借りる手続き 


