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その 101 語り手育成講習会 入門編 

 

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。 

【語り手育成講習会】 

★テーマ別オススメ資料 

【おとなの夏休み】 

【日本のなかの世界遺産】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【夏休み文章教室】 

 

 

 

帯広市図書館 
  

お問合わせ／申し込み 電話 0155-22-4700 

絵本の読み聞かせを通じて 

 子どもたちと読書を楽しみたい 

語り手育成講習会・入門編 
 

子どもたちに絵本の読み聞かせをするボランティアに興味がある方を対象に

した読み聞かせの入門編講座を行います。 

絵本の持ち方・読み方・選び方などおはなし会をするためのコツを中心にし

た内容です。 

これからボランティアをはじめたいと思う方にぴったりの講座です。 

 

日時：平成２７年７月１１日（土） 

   １３：００～１５：００ 

場所：図書館１階多目的視聴覚室 

定員：５０名（要申込・先着順） 

申込：図書館に直接または電話受付 
 



                      

     
                                    

 

 

           

  

        

             

                 

             

  

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 

「仕事や家事が忙しくて、夏休みなんかムリ！」と思っている方、そんなことはありません。日常を忘れて夢中になれるコトを見つければ、そ

れがおとなの夏休み！長い休暇をとれなくても、翌日からキリリ！となれます。おとなでもワクワクできることを探すきっかけになる本を、集め

ました。 

 

 

 

『世界遺産 小笠原』 三好和義；著  

朝日新聞出版 ２階浮世絵 請求記号（748 ミ） 

はじめは旅先で、なんとなく感じのいい石ころを拾っていた著

者。ついに本気が出てきて、日本各地のいい石がありそうな場

所にわざわざ行ってみたり、石を愛する人たちにも会ってみたり

してきました。 

BOOK 

 

BOOK 

 

『色のパワーで暮らしを楽しく インテリアペイントＮｅｘｔ』   

主婦の友社 １階生活 請求記号（597 イ） 

「色」の力で、いつものお部屋を変えることができます。壁の

一部、ドアや棚の背面、窓枠をペイントするだけでも大丈夫！自

分らしく過ごせる色を見つけて、心地よい空間をつくってみまし

ょう。 

BOOK 

 

『海底美術館』 ジェイソン・デカイレス・テイラー；著 

日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ ２階一般 請求記号（717.08テ） 

 
西インド諸島やメキシコの海底などに展示されている彫刻作

品の数々…。セメント製の人物や静物達は次第にサンゴや藻

をまとって変身していきます。ヒンヤリ感たっぷりの世界に浸る

と、暑さも吹き飛びます。 

BOOK 

 

『イェンスの庭時間』 イェンス・イェンセン；著     

学研パブリッシング ２階一般 請求記号（629.75 イ） 

 
デンマーク出身、鎌倉暮らしのイェンスさんがガーデニング、

庭ごはん、外あそびなど北欧流の庭の楽しみ方を紹介します。

お気に入りのイスを外に出して、早起きコーヒーを味わったら、

あなたの庭時間がはじまりますよ。 

 

 

 ７月になり、気温が上昇してきました。図書館では、冷

房の温度を２８℃設定にして全館一括管理を行っていま

す。日差しが強い時は、ロールスクリーンの開閉などをこ

まめに行い快適な環境づくりに心がけています。 

今月は後半、夏休みの子どもたちを対象にした事業を

予定しています。内容や応募方法などの詳細は図書館ホ

ームページをご覧ください。 

７月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

２０１３年に登録された「富士山」の登録になるまでの２０年に及ぶ経緯を中心に、２０

１４年２月までに登録された日本の世界遺産を分かりやすく簡単にまとめられていま

す。世界遺産を知る上での入門書的な１冊です。 

BOOK 

『まるごと日本の世界遺産』 増田明代；著 

講談社 １階ヤング 請求記号（Ｙ709マ） 

        □■ おとなの夏休み □■ 

 

 

 

 

東京から南へ１０００㎞。一度も陸続きになっておらず、その位置的環境条件により特

有の生態系が生まれ守られ、２０１１年世界遺産に登録されました。そんな小笠原の息

をのむ美しさを伝えている写真集です。 

 
『和食の道』 髙橋拓児；著 

ＩＢＣパブリッシング １階生活 請求記号（596.21 タ） 

 和食とは？と聞かれたら皆さんは何と答えるでしょうか。出汁にこだわる「味」と素材を

活かす「技術」、そして伝統を引き継いできた｢精神｣。日本人として和食をしっかり勉強

し、ご自分の食生活を見直しませんか。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『現存１２天守』 オフィズ五稜郭；編集 

双葉社 ２階一般 請求記号（521.82ゲ） 

今春、平成の大修理を終え「白鷺城」異名の如く白い輝きを取り戻し、姿を現した「姫路

城」。日本での最初に世界遺産登録されました。戦火を逃れ当時の姿を残す国宝・重要

文化財に指定されている１２の城とともに紹介している本です。 

 

BOOK 

○●○●日本のなかの世界遺産○●○● 
日本には世界遺産は何件あるかご存知ですか？ここ数年、毎年のように

世界遺産に登録され、今年勧告を受けている「明治日本の産業革命遺産」を

含めると１９件になります。世界中の遺産巡りは大変ですが、日本の世界遺

産を知る旅を本で巡ってみませんか 

『スマホチルドレン対応マニュアル』 竹内和雄；著 

中央公論新社 ２階一般 請求記号（367.61 タ） 

 スマホが手放せない子どもたちの問題。トラブルに

巻き込まれ気付いたときには、どうしていいかわからず

孤立してしまう親子。スマホはわからないからと距離を

置かず現実を知ることができる内容です。スマホとのつ

きあい方、ルール決めなども参考になります。 

『親子で読むケータイ依存脱出法』 磯村毅；著 

ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ・ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ ２階一般 請求記号（367.61 イ） 

  ケータイ・ネット・ゲームなどのデジタルトラップ（電子

の罠）にハマって抜け出せない、依存症かも知れない

と不安に感じている親子に読んでほしい１冊です。子ど

もたちへのメッセージは読みやすく、保護者の悩みに

対しては事例を出しながら解決法を提案しています。 

『どうしたらうまくいく？きょうだい子育て』   

主婦の友社 ２階一般 請求記号（3799 ド） 

 思春期に差し掛かった上の子、下の子に優しくできな

い。逆にきょうだいケンカはしなくなったけれど、ライフ

スタイルの違いから距離ができて関係性が薄くなった。

どの子も大事な家族、末永くきょうだい関係を良いもの

にする接し方を教育のプロが教えます。 

 中学生から進路や就職について家族で考えることが

多くなります。親世代の社会進出とは変化してきている

現状や保護者の役割などを解説しています。さまざま

な就職支援の仕組みも紹介されているので、悩んでい

る場合には専門機関に相談する方法がわかります。 

BOOK 

 

『社会への出かた』 白井利明；著  

新日本出版社 ２階一般 請求記号（371.47シ） 

◆
◆
◆
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BOOK 

 

 子どもが思春期に入り、なんだ

かピリピリ。会話が減ってしまっ

た。反抗期だとわかっていても戸

惑ってしまう。育児本も幼児期ま

ではたくさんあるけれど・・・。   

そんな声にお応えして思春期の

ココロを読み解く本特集です。 

BOOK 

 

BOOK 

 

『夜回り先生 子育てで一番大切なこと』    

水谷修；著 海竜社 ２階一般（379.9 ミ）  

 夜回り先生こと水谷修さんが教師生活の経験を

もとに保護者のみなさんへ語りかけます。子どもた

ちからのＳＯＳのサインの見つけ方。どうしても抗い

がたい怒りや悲しみに支配された時の回避方法な

どがたくさん収録されています。 

『アドラー博士が教える １０代の子には親の話し方

を変えなさい』  星一郎；著 青春出版社  

２階一般 請求記号（379.9ホ） 

 

 

 

 「ムリ」「別に」「うぜぇ」、子どもに話しかけてもこん

な言葉が戻ってきてイライラしてしまう。そんな悪循

環の親子関係をアドラー心理学を使って良い方向

に導く会話方法を伝授してくれます。 

  

 

  

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 31

『いい感じの石ころを拾いに』 宮田珠己；著 

河出書房新社 ２階一般 請求記号（458.04 ミ） 

 



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

いますぐ書きたくなる 書ける どんどんできる 

★夏休み文章教室★参加者募集！ 
小学４年生から高校生を対象にした夏休み文章教室を開催します。 

参加希望の方は、図書館へ直接、電話でお申込みください。 

各教室先着２０名に達した時点もしくは７月２０日をもって募集を終了します。 

   教室を受講して夏休みに作品を書いて、とかちジュニア文芸に応募しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    申込み・問い合せ 帯広市図書館 0155-22-4700 

 

「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。 

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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● 

①「――お祖母ちゃん、さ。もしかして、昔、ヒッチコックにファンレタ

ーでも出そうとしてたの？」 

 孫娘のエミールにそんなことを唐突に訊かれ、わたしは、きょとん

となった。 

 

②寝かしつける時に怖い話を聞かせ続けると、臆病な子に育つ。

以前、育児の本か何かでそう読んだことがある。 

だから、息子の尚之を寝かしつける時、幽霊や妖怪の話をリクエ

ストされても、小林遥子は、やんわりと他の話に切り替えることにし

ている。 

 

③空気がうすくて息苦しい。 

 なんとか炭素中毒になって、誰か倒れるんじゃないだろうか。  

給食のかきたま汁の臭いが原因だ。 

 

④シャーロック・ホームズが偉大な存在であったということに、誰も

異存はないだろう。だがわたしにとって彼は、余りにも大きすぎる

存在だった。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『さよならは明日の約束』 西澤保彦 光文社 913.6ニシザ 

②『思い出は満たされないまま』 乾録郎 集英社 913.6イヌイ 

③『ぼくの守る星』 神田茜 集英社 913.6カンダ 

④『ホームズ連盟の事件簿』 北原尚彦 祥伝社 913.6キタハ 

その 28の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

夏休みは図書館で 

いますぐ書ける 

文章教室 

読書感想文教室
７月２６日（日）

対象：小学４年生～６年生／中学生
講師：椎林達也先生
渡邉美穂子先生

【持ち物：筆記具・ノート
感想文を書きたい本１冊読んで持ってくる】

短歌・俳句教室
８月１日（土）

対象：小学４年生～６年生／中学生／高校生
講師：吉田真弓先生（短歌）
高松忠信先生（俳句）
【持ち物：筆記具・ノート
自分でつくった短歌３首】

小説・童話・詩教室
８月２日（日）

対象：小学４～６年生／中学生
講師：豊田利一先生
山崎靖恵先生

【持ち物：筆記具・ノート】

①場所：帯広市図書館
□１階研修室／３階会議室
②時間：１０：１５～１２：１５
③定員：各教室２０名（複数受講可能）
④参加費は無料ですが、事前申込が
□必要です。


