今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その 10２ 平和の大切さをかんがえる

戦後７０年

平和の大切さを家族で考えよう

帯広市は、安心して平和に暮らせる社会を実現するため、平和推進事業に取り
組んでいます。戦後７０年の節目である今年、
【平和の大切さを考える催しもの】
をさまざまな会場で行います。
図書館では、ポスター展示、語り部のおはなしや映画会を行います。
どれも参加は無料、事前受付不要、当日会場までお越しください。
家族で平和の大切さに思いを巡らせる夏にしてみませんか？

サダコと折鶴ポスター展

戦争体験者による語り・映画上映会

８月１日（土）～９日（日）
１階 展示コーナー
広島平和記念資料館より借用した
ポスターを展示します。

８月８日（土） １３：００～１７：３０
１階 多目的視聴覚室
戦争体験者による語りと映画「戦争童話集」
「父と暮せば」の上映を行います。

を発信しています。

【平和の大切さを考える催し】
★テーマ別オススメ資料
【色を旅する】
【８月を楽しむ！】
★図書館をもっと身近に暮らしの
なかに

【語り手育成講習会】
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子ども向け映画上映会

戦後７０年 帯広・十勝の戦跡

８月９日（日） １０：００～１１：３０
１階 多目的視聴覚室
子ども向け映画「戦争童話集」（予定）の
上映を行います。

開催中～８月２７日（木）
２階 地域資料展示コーナー
帯広・十勝に残されている戦跡を写真や資料で
紹介しています。関連資料も展示しています。

お問合わせ
帯広市市民活動推進課（電話６５－４１３０）図書館（電話２２－４７００）

帯広市図書館

○●○●〇８月を楽しむ！！●○●○●

今年の夏は蒸し暑いお天気が続いていますが、図書
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館は夏休みの子どもたちで賑わいをみせています。

８月と言えば・・・どんなことをイメージしますか？夏休み、お盆、夏祭り、

８月もたくさんの行事を用意して、みなさまのご来館を

花火大会などたくさんあります。今年は特に、めでたく白樺学園高等学校

お待ちしています。詳しくは図書館ＨＰにて・・・。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

が出場を決めた、全国高等学校野球選手権大会（甲子園）が、みなさん

２３日（日）は、帯広図書館友の会による「第６回 図書

の注目の的でしょうか？頑張ってほしいですね。

館まつり」が行われますます。リレーおはなし会や工作教
BOOK

室、朗読会など一日たっぷり楽しめます。

■□■□■ 色を旅する

文藝春秋 ２階い一般 請求記号（783.7 ハ）

8 月のカレンダー

□■□■□■

日本の夏の風物詩のひとつとなっている全国高等学校野球選手権大会、前身の「全

色のついている日は休館です。

国中学校優勝野球大会」大正４年（１９１５年）開催から数えて今年で１００回目。しかし、
本当は１０１回目という「謎」に迫るノンフィクションです。

私たちの身のまわりに溢れる「色」
。好きな色を見ていると前向きなパワーが湧き出てくる、自然の美しい色に心が落ち着くという経験
もあると思います。私たちの世界を鮮やかにする「色」。さまざまなシーンによって色の印象が変化する不思議やカラフルな生活を演出す

BOOK

る方法の本。色の名前の多様さに日本語の奥深さを感じる本。今月はそんな色に関する本をご紹介します。
BOOK

『不思議で美しい「空の色彩」図鑑』 武田康男；著

BOOK

ＰＨＰ研究所 ２階一般 請求記号（451 タ）

BOOK

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（627.9 サ）
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消する季節のお便りを出してみてはいかがでしょうか。

効果や特徴をはじめ、色合わせのポイントなどをわかりやすく

あります。１６０の色の由来やその色の植物・食べ物などの例

解説しています。初心者にもわかりやすい、花の色入門書で

も豊富に紹介しています。きっと今まで知らなかった色に出合

す。

えるでしょう。

し、海外で活躍した人、している
人の喜びや苦悩、夢に向かうモ
チベーションを綴った本をご案内
します。
BOOK

盆踊りのルーツから全国の盆踊りの紹介、「盆おどる」ために知っておきたい２０のこと

豊富で読んでいるだけでも楽しい本です。今年は盆踊りに飛び入りしたくなるかも？

子；絵 東邦出版 ２階一般 請求記号（757.3 ニ）
す。そして微妙に異なる色合いを表現する繊細で美しい言葉が

気分になります。日本を飛び出

青幻舎 ２階一般 請求記号（386.81 ボ）

『日本の伝統色を愉しむ』 長澤陽子；監修 エヴァーソン朋

も暖色・寒色から中間色まで幅広くあります。この本では、色の

を聞くとなんともうれしく、誇らしい

『盆おどる本』 盆踊ろう会；編集

が実に面白く、興味深い内容です。盆踊り入門ガイドとしておすすめします。イラストも

藍色や琥珀色など、日本には数百種類の色の名前がありま

BOOK

BOOK

の部屋を作る参考にしてみてはいかがですか？

色の組み合わせによって、全く違う印象を与える花。花の色

世界で活躍する日本人の話題

選び方などのマナーをこの本が解決してくれます。今年の夏は、日頃のご無沙汰を解

のアイデアとルールが掲載されています。居心地の良い自分色

も載っていてわかりやすい１冊です。

『はじめての花色配色テクニックＢＯＯＫ』 坂口美重子；著

夏のお便り、暑中見舞いと残暑見舞いは、いつ出したらいいのか…？時期や言葉の

１

います。この本では、部屋を自由に、そして個性的に作るため

きます。色彩豊かな空の写真がとてもきれいで、観察のポイント

BOOK

ロア；写真 柴田里芽；訳 誠文新光社グラフィック社
自分好みの部屋を作りたい！と思う人も少なからずいると思

それらはほとんど太陽の光が生み出したもので、自然の力に驚

『手紙上手 気持ちが伝わる文例２９３』
実業之日本社 ２階一般 請求記号（816.6 テ）

『ハッピーカラー・インテリア』 セリナ・レイク；著 デビ・トレ
階生活 請求記号（597 レ）

空には七色の虹や白い雲など、さまざまな「色」があります。

『昭和十七年の夏 幻の甲子園 戦時下の球児たち』 早坂隆；著

『竹鶴とリタの夢』 千石涼太郎；著
双葉社 ２階一般（289.1 タ）

BOOK

BOOK

『旅に出たくなる地図 日本』 帝国書院編集部；著
帝国書院 ２階旅行 請求記号（291.03 テ）
地図帳と観光案内が一体となった地理好きにはたまらない１冊です。巻頭特集では東
北四大祭りや代表的な秋祭りの時期や見どころが紹介されています。旅のガイドブックと
は一味違う趣きがあります。自由研究にも役立つおすすめ本です。

『明治のサーカス芸人はなぜロシアに消えたのか』 大
西幹雄；著 祥伝社 ２階一般 請求記号（779.5 オ）

BOOK

『家族で獲った銀メダル』

葛西紀明；著

光文社 ２階一般 請求記号（784.35 カ）

テレビドラマの影響で再び注目を集める竹鶴政孝

日本の軽業師たちが海外で拍手喝さいを浴びた大

スキージャンプで４１歳にして銀メダルを獲得した葛

とリタ夫妻。政孝さんがウイスキーの技術を学ぶた

スターであったことを丁寧に調べたノンフィクィクション

西選手。明るい性格で親しまれています。子どもの頃

めスコットランドに渡ったのは大正７年（１９１８）、３

です。１枚の写真から展開していく謎解きの過程や先

のこと、家族のこと、記録が伸びなくて苦しい思いをし

年間の留学中のことやリタさん一家との出会いが

行研究の示し方、調べ方などが緻密です。日本の伝統

たことなどを赤裸々に語りつくした濃密な１冊です。ど

描かれています。

芸能の技術の高さが垣間見える本です。

んな苦境に陥っても夢を手放さなかった結果です。

『明治の快男児トルコへ跳ぶ』

山田邦紀／坂本俊

夫；共著 現代書館 ２階一般 請求記号（289.1 ヤ）

BOOK

『ファーストジャパニーズ ジョン万次郎』 中濱武彦；
著 講談社 ２階一般 請求記号（289.1 ナ）

BOOK

『鈍足バンザイ』 岡崎慎司；著

幻冬舎 ２階一般 請求記号（783.47 オ）

明治時代にトルコに渡り、日本とトルコの懸け橋と

ジョン万次郎の伝記は数多く出版されていますが、

サッカー日本代表岡崎選手の自伝です。「足が遅くて

して活躍した山田寅次郎。国交のないトルコの様子

この本は万次郎のひ孫が、多くの資料を調査し関係者

わりとネガティブ」と言い切り、足りないものがあったか

を日本に伝えるジャーナリスト、貿易商、茶人など

に会いまとめた本です。漁に出て流され太平洋からア

ら愚直にそれを補いゴールを決める努力をしてきたと

いくつもの顔を見せる魅力的な生涯がここに記され

メリカに渡った万次郎。実に波乱万丈で冒険活劇のよ

言います。自分の武器を見つけること、周囲の言葉に

ています。

うな人生に驚きを隠せません。

耳を傾けることがユーモアを交えて語られます。

その 29 の段

小学校での読書活動

©紀伊国屋書店新宿本店

ステップアップ
語り手育成講習会

本の楽しさＰＲ！ブックトークに挑戦してみましょう。

語り手育成講習会

ステップアップ・小学校編

小学校で読書ボランティアとして活動をしている方を対象にしたブックトーク講座を行い
ます。ブックトークとは、あるテーマに沿った何冊かの本を順序だてて紹介していく読書
案内です。読み聞かせや朗読とは違い、短時間で多くの本を紹介することができ、子ど
もたちの興味や関心ある事柄と読書を結び付けられる活動です。
今回の講座では、ブックトークの基本を知り、いろいろなブックトーカーの実践を体験し
ます。初心者の方でも、挑戦できるアイディアもたくさん公開します！！

ステップ①ブックトークのはじめかた
８月２７日（木）１３：００～１４：３０ 図書館１階多目的視聴覚室
講師：児玉ひろ美さん（ＪＰＩＣ読書アドバイザー）
★東京から講師をお迎えして、ブックトークの基本について学びます。

ステップ②いろんなブックトーク
９月１１日（金）１３：００～１４：３０ 図書館１階多目的視聴覚室
講師：今本明さん（元中学校国語教諭）
講師：沼田陽子（帯広市図書館）
★同じテーマをふたりのブックトーカーが実践します。
受講料は無料ですが、事前申し込みが必要です。
連続受講をおすすめしますが、１回だけの受講もできます。
申し込みは図書館へ直接・もしくは電話にて受け付けます。

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「なぜなら、雨が降ったから」
見た目二十代なかば。海藻のようにもじゃもじゃとしたセミロング。
モスグリーンのゆるい服に身を包んだ細身の女―――「雨女探
偵」揺木茶々子は、ライトブルーのマニキュアを塗った指を天井
に向けた。
②おこうは心を決めた。
降りみ降らずみの五月雨の朝だ。出かけるにはちょうどいい。か
ねて用意の物を胸に抱くと、廊下へ出た。
③衛国は、武王の弟である康淑を始祖とする。
殷朝を滅ぼし、洲朝を興した武王が、康淑に「殷の地と遺民を治
めよ」と命じたからだ。
④泳ぎたいな、と思った。
シャツ、スカート、下着を足元に脱ぎ捨て、素肌に水の柔らかさと
光の屈折を感じて、音のない空間をどこまでも心の赴くままに進
んでいきたい。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『なぜなら雨が降ったから』 森川智喜 講談社 913.6 モリカ
②『起き姫 口入れ屋のおんな』 杉本章子 文藝春秋 913.6 スギモ
③『小旋風（つむじかぜ）の夢絃』 小島環 講談社 913.6 コジマ
④『ナイルパーチの女子会』 柚木麻子 文藝春秋 913.6 ユズキ

