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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 80 第６７回読書週間事業

第６７回読書週間事業
本と旅する 本を旅する

【第６７回読書週間事業】
★テーマ別オススメ資料
【大切ないのち】
【地元★ＬＯＶＥ】

１０月２７（日）１４：００～１６：１５
１０月２６日（土）１４：００～１６：００
１０月２７日（日）１０：３０～１１：３０
日曜映画会
ゆっくり語りに耳を傾けるひととき
新聞紙で作る読書バッグ
帯広昔ばなし大学共催
上映作品 「うなぎ」
新聞紙とのりだけでバックを作ります。
第１部子ども向け 第２部大人向け
カンヌ国際映画祭パルムドール賞受賞
どなたでも参加できます。
グリム童話や民話の語り
主演/役所広司
１１月２日（土）１１：００～１２：００

キンダーハープの演奏とおはな
し 共に過ごす時間を「うた」に
講師：大谷短期大学 若菜直美先生
＊申込必要 10/12より受付

１１月３日（日）１０：００～１５：００
帯広図書館友の会主催

１１月４日（土）１１：００～１１：４０

秋の図書交換会

スペシャルおはなし会と
むかしあそび体験

本の持ち寄り同数交換会

帯広図書館友の会おひさま

★図書館をもっと身近に暮らしの
なかに

【本の住所 請求記号】

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ

帯広市図書館
2013.10 vol.82

すべてのイベント共通
会場は１階 多目的視聴覚室
参加無料、11/2 キンダーハープ
以外は申込不要
お問合わせ 帯広市図書館
☎0155-22-4700

すっかり秋風になり、上着が必要な時期になりました。

よむ☆トショ
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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１０月のイベント
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５日（土） 本のリサイクル市

（＊この講演会会場はとかちプラザです）
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今年前半は朝の連続テレビ小説「あまちゃん」で“じぇじぇじぇ”という方言が流行しました。方
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しい気持ちになることも少なくありません。幼少期に親しんできた言葉や食事などから、地元を
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愛してみませんか？
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１３日（日） 講演会「こんな所に日中文化！？」

土

言はある一定の地域で昔から受け継がれてきた言葉。方言をきっかけに故郷を思い出し、懐か

５日（土） 講演会「置戸の図書館づくりをふり返る」
６日（日） 親子でつくろう♪パタパタ絵本

○●○●○●地元★ＬＯＶE〇●〇●〇●

水 木 金
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BOOK

大切ないのち

『とっさの方言』 小路幸也・大崎善生ほか；著
光文社 ２階一般 請求記号（818 ト）

１０月のカレンダー

小説の世界では標準語を話す主人公を動かす作家たちも、仕事を離れれば方言の

色のついている日は休館です。

ひとつもポロリとこぼします。人気作家６４名が、出身地の方言と故郷について、体験エ
ピソードを交えながら語ります。

もみじの手のひら、すやすや寝顔の赤ちゃん。誕生日が来るたびに子どもの成長を感じ、親は喜びを覚えます。幸せいっぱいで生まれ、当
たり前のように生活している日々。でも、この世に生を受け、いま生きているということは、とても尊く幸せなことなのかもしれません。限りある
生命、それぞれの〝大切ないのち〟について考えてみませんか？
BOOK

『いのちの授業』 寺田恵子；著 学研パブリッシング

BOOK

エイチアンドアイ ２階一般 請求記号（361.42 ヤ）
BOOK

マーケティングコンサルタントとして３０年以上、地方を行き来してきた著者が研究の

『生きようよ』 細谷亮太；著

集大成として書き上げた本です。同じ県内でも風土に差があるように、性格も男女で違

岩崎書店 １階児童 請求記号（49 ホ）

１階生活 請求記号（598.2 テ）
著者はベテラン助産師。〝産んでくれてありがとう〟と子ども

小児がんの専門医として多くの子どもたちの死を看取ってきた

たちが、〝生まれてきてくれてありがとう〟と親が再確認できる

著者。最期まで懸命に生きた子どもたちとのエピソードを交えなが

ような〝命の大切さ〟を伝える出前授業を行っています。反抗

ら、そんな子どもたちと接してきたからこそ伝えたい〝命のメッセー

期の子どもと日々バトルしているお母さん、わが子が生まれて

うと細かく検証しています。２０００人アンケートの結果も興味深いです。
BOOK

『ママが遺したいのちのレシピ』 安武千恵・はな；共著

ジ〟を、自身の半生とともに綴っています。
BOOK

片野ゆか；著 集英社 ２階一般 請求記号（645.6 カ）
〝命に重いも軽いもない〟誰もがわかっていて当然のはずなの

た母。万一の時のことを考え、幼い娘に家事を教え、一人でも

に、捨てられ、殺処分される動物は後を絶ちません。そんな中で

強くたくましく生きていけるように伝え遺した言葉、レシ ピの

「殺処分ほぼゼロ」を実現した熊本市動物愛護センター。不可能を

数々。子を思う最愛の我が子へのメッセージがたくさんつまった

可能にした行政職員と市民サポーターの１０年間の闘いが綴られ

１冊です。

ています。
BOOK

の定める「薬と健康の週間」です。

飲食店の場所、値段などのデータ満載の秋のＢ級グルメ旅に行きたくなるガイドです。

『ゼロ！ こぎゃんかわいか動物がなぜ死なねばならんと？』

がんになった後に娘を授かり、壮絶な闘病生活を送り旅立っ

１０月１７日～２３日は厚生労働省

請求記号（596 ケ）

Ｂ級グルメとは「気軽に手軽に食べられる」という意味の食べ物です。帯広は豚丼が
有名です。北海道内でも知らなかったおいしそうな食べ物がたくさん紹介されています。

角川書店 ２階闘病記 請求記号（916 ヤスタ 1-1）
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『県別対抗！Ｂ級ご当地グルメ 東北・北海道』
旺文社 １階フードバレー

きた頃のことを思い出してみませんか？
BOOK

『県民性は７３９２通り！』 矢野新一；著

『くすりの事典 2014 年版』 成美堂出版
２階体ナビ 請求記号（499.1 ク）

BOOK

BOOK

『ごちくる北海道 ご当地グルメ簡単レシピ集』
辰巳出版 １階フードバレー 請求記号（596 ゴ）
北海道の美味しいものが食べたい！家ごはんでご当地グルメを楽しみましょうというコ
ンセプトでスーパーで購入できる食材を使ってのレシピを紹介しています。アレンジ料理も
多く、普段の食べ方からひと工夫したいなーという時の強い味方になりそうな１冊です。

『薬剤師を味方につければ薬はこわくない』 西尾典子；著
幻冬舎ルネッサンス ２階体ナビ 請求記号（499.09 ニ）

BOOK

『くすり屋さんの書いた薬の本』 赤木さえ子；著
神戸新聞総合出版センター ２階体ナビ 請求記号（499.1 ｱ）

「薬と健康の週間」は、医薬品を正し

お医者さんからもらった薬の成分や効果が気

薬のことを知りたいと思って本を探した時、専門用語

こちらは登録販売者がドラッグストアで扱う市販薬を

く使用することの大切さ、そのために

になったときにはこの１冊が便利です。カラー写

が多く難解なものが多いと思っていました。しかし、こ

中心に解説しています。取扱説明書だけではわからな

薬剤師が果たす役割の大切さを一

真で薬の形状・包装を確認できます。薬の働き

の本は現役の薬剤師が事例を中心に、患者の立場に

い適切な使用方法が書かれています。しかもご自身が

人でも多くの方に知ってもらうため

や使用上の注意、保存方法なども細かく知るこ

寄り添って書いています。薬との上手なつきあいかた

実際に検証している部分に信頼感があります。とくに、

に、ポスターなどを用いて積極的な

とができます。

を丁寧に教えてくれる本でもあります。

しもやけに悩む方は必見の１冊です。

啓発活動を行う週間です。

BOOK

『思いもしなかった健康食品と薬の相互作用』
藤村昭夫；著 永井書店 ２階体ナビ 記号（491.5 ﾌ）

BOOK

『家庭薬ロングセラーの秘密』 家庭薬研究会；編
薬事日報社 ２階一般 請求記号（499.7 カ）

BOOK

『困ったとき、とっさのときの赤ちゃん救急ＢＯＯＫ』
主婦と生活社 １階生活 請求記号（598.3 コ）

健やかに暮らしたいと願い、健康食品なら安

家の薬箱に常備している薬はありますか？この本で

赤ちゃんに薬を服用させることに苦労している声をよ

心だろうと積極的に取り入れている方も多いこと

は３４銘柄の家庭薬の歴史を紹介してきます。お馴染

く聞きます。甘いシロップタイプから苦い粉薬まで、さま

でしょう。しかし、医療機関から投与される処方

みの薬ばかりで懐かしい気持ちになります。どの薬も

ざまなタイプの薬の飲み方を紹介しています。病気を

薬との相互作用で思いもよらない別の病を引き

元気を守りたいというメーカーの物語があります。パッ

早くよくするために必要なホームケア法を知っておくと

起こす可能性も一度考えてみましょう。

ケージの変遷を見るだけでも楽しい本です。

安心ですね。

その７の段

帯広市図書館活用編

©紀伊国屋書店新宿本店

本の住所
「請求記号」

「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。

図書館の本を探すときのワンポイントアドバイス

「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。

請求記号を知ると探索が広がる！！

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●

①
①トランプおじさんは、村はずれの小さな家に、犬と「ふたりで」暮

〇図書館の本には日本十進分類法と

らしています。おじさんは動物の言葉がはなせます。勉強してお

いうルールで同じ内容の本が並ぶ
ように分類を分けています。
〇本の背に「背ラベル」と呼ばれる
シールが貼られています。
〇背ラベルに記載されている数字が
「分類記号」文字が「図書記号」
です。（巻冊がある場合は３段目
に巻数が記載されます）
〇この住所が請求記号です。
請求記号は館内ＯＰＡＣなどで調べ
ることができます。
●帯広市図書館のルールとして、１階文学１／文庫コーナーにある日本の
小説は、著者の名前３文字で分類しています。
例）東野圭吾→ヒガシ

赤い枠シール

＊著者のアイウエオ順で棚に並べています。著者が分かると便利です。

ぼえたのではありません。ある日ふと気づいたら、窓べの木にい
たすずめにはなしかけられて、あたりまえのように返事をしていた
のです。
①
②押したのが伝わる。インターフォンの音は消してあったが、誰か
が門扉脇のボタンを押したのは分かった。被害妄想による錯覚
なのかもしれない。
③「こればっかりは無理。わるいけど澪さん、電話してそう伝えて」
④遠くから見ると真っ白な長方形の舞台の上には、赤い斑点が花
びらのように散っていた。新しい斑点は鮮やかな赤。古い斑点は
くすんだ赤。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『トランプおじさんと家出してきたコブタ』
たかどのほうこ／にしむらあつこ 偕成社 91.3 タカド
②『死者の浮力』 伊坂幸太郎 文藝春秋 913.6 イサカ
③『たまさか人形堂それから』 津原泰水 文藝春秋 913.6 ツハラ
④『僕僕少年』 仁木英之 角川書店 913.6 ニキ

