今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
を発信しています。

その７９ こどもと本の写真を募集しています。

こどもと本の写真、大募集！
王子・姫が絵本を読む瞬間をパチリ

【こどもと本の写真募集】
★テーマ別オススメ資料
【集めてみました。】
【社会企業家という仕事】
★図書館をもっと身近に暮らしの

第５回となる「こどもと本の写真」募集がはじまりました。
言葉と物語ですくすく育つ子どもたちの成長の記録を残してみませんか？

★応募のきまり
・小学生までのこどもと本が一緒に写っている写真

なかに

【相互貸借制度】

昨年応募した人も参加
できます。

・カラー、白黒どちらでもＯＫ
・サイズは問いません。
（ただし、展示する際にはＬＬ判に印刷します）

★応募方法

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ

・１階カウンターへ持ち込み／郵送／Ｅメールに添付
・締め切り

１０月２０日（日）必着

★応募写真は図書館で展示した後、広報誌やポスターなどに活用させていただく場合が
あります。写真は返却できませんのでご了承ください。
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応募に関する詳細は図書館内チラシ、ホームページをご覧ください。

お問合わせ/応募のあて先
帯広市図書館（担当：原田／西岡）
〒080-0012
Ｅメール

帯広市図書館

帯広市西２条南１４丁目「写真展応募」

tosyo@lib-obihiro.jp タイトルに「写真展応募」
☎0155-22-4700

朝夕は涼しく秋の虫の音も聞こえるようになりました。

よむ☆トショ

９月は３連休が２週続けてあります。図書館の休館日も通
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常とは変更になりますので、右のカレンダーをご覧くださ

９月２８日（土）１３：３０～１５：００ １階多目的視聴覚室
「十勝の民話・夢物語」 民話を朗読するコロポックルの会
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●○●○●社会企業家という仕事〇●〇●〇
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ソーシャル・ビジネスという言葉を、震災以降よく耳にするようになりました。ソーシャル・ビジネス

9 10

11 12 13

14

15 16 17

18 19 20

21

す。今年の４月より施行された改正ＮＰＯ法によって従来基準が厳しかった「認定ＮＰＯ」の認定基準
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が緩和されて、より寄附が受けやすくなり、さらなる活動へ期待が高まっています。
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今月は、素敵な朗読会があります。申込不要、入場無料

3

土

とは社会的企業という意味を持ち、社会問題の解決を目指し収益事業に取り組む事業体のことで

い。土日祝日は１８時までの開館となります。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!
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水 木 金
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集めてみました。

『「２０円」で世界をつなぐ仕事』 小暮真久；著
日本能率協会マネジメントセンター ２階一般 請求記号（335.89 コ）

９月のカレンダー

社員食堂でヘルシーランチを食べたら、代金の一部２０円がアフリカの子どもたちに

色のついている日は休館です。

一食分の給食を届けることができる活動を紹介。食事や栄養を充分に摂ることのできな
い人々と、肥満や生活習慣病に悩む人々をともに健康にすることを目指す事業です。

あるテーマの事柄やものを集めた本は、見ているだけでも楽しいものです。よくぞここまで集めたというコレクター魂に圧
倒されます。図書館も資料を収集・保存することが仕事のひとつです。長い年月と手間ひまかけての収集した品々の数々。
そんなお宝コレクションを楽しみながら、とくと拝見させていただきましょう。
BOOK

『ふるさと玩具図鑑』 井上重義；著

BOOK

キーホルダーや置物といった普通の物から、本や切手、街で見

を集めました。著者は、姫路市にある日本玩具博物館の館長

かけたフクロウまで、フクロウづくし！古くから人々に身近な存在だ

です。可愛くて、素朴で、ユーモラス。そしてどこか懐かしい玩

ったフクロウは、グッズも多種多様。この本のように、一つのテーマ

具たち。あなたのお家にある玩具も見つかるかも？

でグッズを集めてみるのも面白そうです。
BOOK

国書刊行会 ２階一般 請求記号（024.9 ハ）

に触れることのない神秘の瞬間。生き物の脱皮する姿を集めた

のでは？この本は、明治から戦後にかけて作られたしおりをカテゴ

一冊。連続写真で、脱皮の過程がよ～くわかります。ただし美し

リーに分けて収録。美しくモダンなデザインが多いのは、持ち主が

いと思うか、気持ち悪いと思うかは見る人次第…。

大切に保管していたからなのでしょう。

『ペットの冠婚葬祭 まるごと便利帳』
大岳美帆；編著 阪急コミュニケーションズ

BOOK

２階一般 請求記号（645.6 オ）

「動物の愛護及び管理に関する

BOOK

『ゼロからはじめる社会起業』 炭谷俊樹；著
日本能率協会マネジメントセンター ２階ビジネス 請求記号（335.8 ス）

とり起業に繋げていく方法を惜しげもなく公開しています。チャレンジする前に一読を。

『近代「ニッポン」しおり大図鑑』 羽島知之；ほか編
読書の友、しおり。お気に入りのしおりを愛用している方も多い

める「動物愛護週間」です。

にピッタリな本だと思います。続編の２もあります。

社会起業とは、経済価値よりも社会貢献価値を優先する活動です。１０００以上のビ

古い皮を脱ぎ、新しい姿に生まれ変わる脱皮。それは、人目

BOOK

の問題に取り組むＮＰＯ／ＮＧＯの活動を通して世界の社会的な問題の詳細を知るの

ジネスプランを指導してきた著者が、「かゆいところに手が届く」細やかなニーズをすくい

『脱皮コレクション』 新開孝・関慎太郎；写真

９月２０日～２６日は環境省の定

海外で活躍する社会起業家を特集した一冊です。難民の住宅問題や紛争・危険地帯

『フクロウグッズコレクション１０００』 鈴木莉萌；著

日本中の郷土玩具が大集合！北海道から沖縄まで、約３６０点

日本文芸社 ２階一般 請求記号（481.35 シ）
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『チェンジメーカー』 渡邊奈々；著
日経ＢＰ社 ２階一般 請求記号（335.89 ワ 1）

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（589 ス）

平凡社 ２階一般 請求記号（759.9 イ）

BOOK

BOOK

BOOK

『社会貢献でメシを食う。』 竹井善昭；著
ダイヤモンド社 ２階一般 請求記号（335.8 タ）
社会貢献を仕事にしたい人に向けた活動ガイド。ＮＰＯで働くスタッフの経済事情や先
進国アメリカの実情などを網羅した内容。何もかも犠牲にして尽くすボランティアではな
く、自己実現のためのプロフェショナルな社会参加の方法が熱く語られます。

『動物がお医者さん』 大平健；著
新潮社 ２階一般 請求記号（645.6 オ）

BOOK

『それでもイギリス人は犬が好き』 飯田操；著
ミネルヴァ書房 ２階一般

請求記号（645.6 イ）

自らも犬と猫を兄弟にしている精神科医大平さん。

イギリスのエリザベス女王は愛犬のコーギーとの写

法律」に基づき、ＰＲ活動が展開さ

ペットを飼いたいと思ったら、最初に準備しなく

人間がペットから受ける安らぎや充足感、喪失時の悲

真を公表するなど、イギリスは動物愛護の国としても有

れます。２０日～２３日、図書館１階

てはいけないのはどんなこと？出会いからお別

しみを、日常のエピソードとともに軽快に綴っていま

名です。世界に先駆けて動物愛護運動が起こり、動物

ロビーで十勝総合振興局主催の動

れまで詳しく紹介しています。犬、猫、小動物、

す。大平家の家族たちはみんな動物と一緒に支え合

保護法の整備においても先進地です。そんなイギリス

物愛護パネル展を開催します。

小鳥など幅広く動物と暮らすための１冊です。

い、絆を結びながら楽しく暮らしています。

の動物愛護精神を丁寧に解説しています。

BOOK

『ペットの幸福度』 新美景子；著
大月書店 １階児童 請求記号（64.5 ニ）

BOOK

『みんなが知りたい動物園の疑問５０』 加藤由子；著
ソフトバンククリエイティブ ２階一般 請求記号（480.76 カ）

BOOK

『なぜヤギは、車好きなのか？』 小林朋道；著
朝日新聞出版 ２階一般 請求記号（489.85 コ）

ペットに関する統計資料です。ペットの飼育

動物園に関する疑問をＷＥＢで募集。みんなの疑問

鳥取環境大学には「ヤギ部」があります。大学のキャ

数、殺処分数、ワンゲル係数、ニャンゲル係数、

にわかりやすく答えている本です。動物園の意義から

ンパスで多いときには５頭のヤギが飼育され、学生た

ペットビジネスシェア、獣医師数など。児童書で

エサについての疑問。ゾウのうんちは１日９０キロ、どう

ちがお世話してきました。動物行動学研究のお手伝い

すが、人間とペットの関係を考えるときにとても

しているの？というものまで、動物園の裏側を徹底解

をしてきたヤギ。しばしば柵より脱走、教員の車に興味

大事な現実がここにあります。

剖しています。

津々で近づき、長時間離れません・・・なぜ？

その 6 の段

帯広市図書館活用編

©紀伊国屋書店新宿本店

図書館が手を繋ぐ
「相互貸借」

「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。

帯広市図書館に所蔵してない本取り寄せます

「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。

相互貸借制度で読みたい本をお手元に

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●

① ①おれは、まだ「おれ」なのか？それとも、いつのまにか「ぼく」にもど

読みたい本が帯広市図書館には所蔵していない。絶版で書店にもない。

②

ってしまったのだろうか？ベッドに寝ころび、天井を見あげなが

③

ら、おれは考えていた。

④

そんなときは２階カウンターでご相談ください。

②激しく燃えさかる炎をバックに、女の顔が大きく浮かびあがって、
銀幕いっぱいに広がった。きれいに澄んだ眼。だが瞳の焦点は

★希望の資料を所蔵している図書館を北海道・東北さらには日本全国の
図書館から探し、借用手続きをします。
リクエスト申請の前に確認を・・・
①利用者番号が０１９～からはじまる市内在住・在勤カードの方が利用できます。
（０４９～からはじまる広域カードの方は地元館で申請してください）

定まらない。だらしなくゆるんだ唇。そこから覗いたふぞろいな歯
が何かを訴えるように小刻みに動いている。
③人が歩いている。何人いるかは数えられない。
人がいっせいに歩いている。
しかし音がしない。

②予約（所蔵本の順番待ち）とリクエスト（所蔵のない本）あわせて５点まで申請できます。
③予約・リクエストカードに必要事項を記載のうえ２階カウンターでご相談ください。
（電話でも受け付けできます）
ご了承いただきたいこと・・・
・資料の取り寄せに時間を要することがあります。（最短で１週間程度から）

④幽霊を見たことがない。
世の中では基本的に幽霊はいないことになっていて、だから幽霊
を見るのはあくまで非常事態だと思うけど、そのわりに見たことが
ある人は多い気がする。

・北海道・東北に所蔵がある場合、送料のお客様負担は発生しません。それ以外の地域から
資料を借り受ける場合、片道分の送料をお客様にご負担いただくことがあります。

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

（ご相談のうえ手続きを進めていきます）

①『おれたちの約束』 佐川光晴 集英社 Ｙ913 サ

・どこの図書館にも所蔵がない場合など、ご希望に添えないこともあります。

②『壺中（こちゅう）の回廊』 松井今朝子 集英社 913.6 マツイ
③『舗装道路の消えた世界』 古川日出男 河出書房新社 913.6 フルカ
④『まことの人々』 大森兄弟 河出書房新社 913.6 オオモ

