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その１２３ 第５９回こどもの読書週間 

 

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。 

【第５９回こどもの読書週間】 

★テーマ別オススメ資料 

【言葉いろいろ】 

【アニメ大好き！】 

★調べてみよう・レファレンス 

【世界の太陽のかみさま 】 

 

 

 

帯広市図書館 
お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 

 

第５９回 こどもの読書週間（４月２３日～５月１２日） 

「小さな本の大きなせかい」 

会場はすべて１階 多目的視聴覚室で行います。 

図書館内では、特集本の展示も行います。 

こどもの読書週間について詳しい内容は図書館ホームページ 

にて随時公開していきます！お楽しみに～ 

４月２９日（土）　１１：００～１１：４０

スペシャルおはなし会
帯広図書館友の会おひさまの
みなさんによるおはなし会
対象：幼児～小学生

当日受付

４月３０日（日）　１０：００～１２：００

ナウマン号in児童会館
移動図書館バス「ナウマン号」が

児童会館に登場します。
図書の貸し出しも行います！！

当日受付

５月３日（水）　１０：３０～１１：４０

親子で書庫探検ツアー
普段は入れない書庫や図書館の

裏側を探検します。
対象：小・中・高校生とその家族

当日受付

５月４日（木）　１３：３０～１４：１０

PBABおはなし会
ちょっと大きな子どもたちを
対象にしたおはなし会

対象：年長～小学校低学年
当日受付

５月５日（金）全６回

なりきり図書館員
図書館業務のお仕事体験。
抽選で各回１名決定。

対象：小学生
事前申込　4/15～21（抽選）

５月７日（日）　１４：００～１５：３０

こうさく教室
～飛べ！空たかく！～

ふわふわロケット作り
対象：小学生と保護者

事前申込　4/8より先着20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 

 毎年のように、「日本語の乱れ」とか「若者言葉」ということが話題にされ、時にはクイズとして出題されたりしています。そんな言葉の乱れを

文化庁では「言葉のゆれ」として捉えており、このように見解をだしています〔「ゆれ」の多くは言語変化の過程における一時期の状態であり、

淘汰されて解消することが多い。〕として静観する立場です。そんなさまざまな変化を遂げてきた言葉についての本を紹介します。 
『アニメのかたろぐ １９９０～１９９９』 佐野亨；編 

河出書房新社 ２階一般 請求記（778.77サ） 

 

国語研究の大家、金田一先生が心地よい言葉について書いた

エッセイです。いくら正しい日本語でも、人間関係を損ねるようで

は困る。意味が通じればお互いが気持ちいいことが大事。と、寛

容な心で日本語とおつきあいする姿を楽しめます。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『悩ましい国語辞典』 神永暁；著 

時事通信社 ２階一般 請求記号（810.4 カ） 

辞書一筋３６年の編集者が言葉の変化を語ります。日本語の

乱れや誤用がニュースで取り上げられますが、時代によって言葉

の使い方が一般的になり、世間で通用するようになれば辞書に新

しい表現が採用されます。その過程と編集者の仕事が読めます。 

BOOK 

 

『似ていることば』 おかべたかし；文 やまでたかし；写真 

東京書籍 ２階一般 請求記号（814.5オ） 

 足と脚、サンデーとパフェ、磁器と陶器など、似ている「もの」と

「ことば」を写真でわかりやすく解説しています。写真で見ることで

一目瞭然、納得度が違います。ことばの使い分けを理解できるの

で、漢字の勉強にもなります。曖昧に覚えていたことがわかって、

すっきりすること間違いなしです。 

BOOK 

 

『話したい、使いたい、心ときめくことばの１２か月』  

ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２階一般 請求記号（814ハ） 

元ＮＨＫアナウンス部長、山根基世さんが選ぶ美しい日本語。

季節を感じる言葉がこんなにも豊かなことに驚かされます。カラ

フルで素敵なイラストがかわいい１冊です。丁寧な説明がわかり

やすく不思議と心が満たされていきます。さっそく手紙やメール

で使いたくなりますよ。 

 ４月になり、雪も融け、気温もあたたかくなり春の気配を感

じさせるころとなりました。 

図書館も、春休みの子どもたちでにぎわいをみせていま

す。春休みは、宿題がないため、お楽しみ読書として自分

の好みの物語や図鑑、伝記など自由に選んでたくさん読ん

で欲しいと願うばかりです。 

２３日から、こどもの読書週間がはじまります。 

４月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

 アニメーションの原理と動画の技法が具体的な作品例で紹介されています。パラパラ

まんがに代表されるように自分でもアニメーションが作れます。絵が動いていく不思議や

感動の秘密を図解でわかりやすく解説しています。 

BOOK 

『基礎からわかる手づくりアニメーション』 有原誠治；著  

合同出版 ２階一般 請求記（778.77ア） 

    ■□■□ 言葉いろいろ ■□■□ 

 

 

 
１９９０年から９９年までの１０年間に製作された日本のアニメを紹介した濃密な本で

す。放送局や期間、制作スタッフおよび声優がわかるので、資料的な価値の高さはもち

ろんのこと、３０～４０代の世代は懐かしい気持ちで読むことができます。 

『世界名作劇場への旅』 ちばかおり；著  

新紀元社 ２階一般 請求記号（778.77チ）  

  日曜夜７時３０分に放送されていた「世界名作劇場」アニメシリーズ、外国の美しい風景

や人物たちの成長に感動しました。実はこの作品に描かれた風景は実在します。アニメ

の制作チームが実際にロケーションハンティングした場所を「聖地巡礼」できる１冊です。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『売れる声優になるためにあなたが今しなければならない３０のこと』  

平光琢也；著 幻冬舎コミックス １階ヤング 請求記号（Ｙ771 ヒ） 

  人気アニメの音響監督を数多く担当してきた著者が教える、「現場が欲しい、声優に絶

対必要なこと」。声だけで人物の性格や感情を表現する声優の仕事、演技が上達する方

法やオーディションで勝ち抜くコツも具体的に書いてあります。 

 

BOOK 

●〇●〇●アニメ大好き！〇●○●〇 
 昨年は、アニメ映画『君の名は。』が記録的な大ヒットになりました。アニ

メーションが子どもだけのものではなく、すべての世代の人たちに受け入

れられる時代になったのだと思います。そんな日本のアニメーションの魅

力や懐かしのアニメを紹介する本を集めました。 

 

 

 

 

『きっとあなたは、あの本がすき。』 都甲幸治；著 

立東社 １階文学２ 請求記号（902.3キ） 

読書好きが高じて作家・翻訳家・書評家になった人

たちが、おもしろい本を連想ゲームのようにとり上げま

す。座談会形式で進んでいく「読んで楽しいブックガイ

ド」です。バラエティ豊かなジャンルと読書家たちの物

語への愛情が活字中毒者の共感を誘います。 

『大人に贈る子どもの文学』 猪熊葉子；著 

岩波書店 １階文学２ 請求記号（909.3 イ） 

 英国児童文学研究の第一人者の著者が自身の生

涯と魅力的な英米児童文学の世界を語ります。子ども

の文学の価値を明らかにして大人たちに知ってもらい

たいとう願いが込められた１冊です。幸福を描く児童文

学を読むことで人生が変わるかも知れません。 

『人生に効く名著名作の読み方』 齋藤孝；著  

東京堂出版 １階文学２ 請求記号（904サ） 

齋藤孝先生が読者の悩みに名作文学を処方します。 

ブラック企業で働いている人に『平家物語』、モテたい人

に『オペラ座の怪人』、人生に迷ったときに効く文学４９

作品。どれもが多くの人に読み継がれた作品です。ロン

グセラーに隠された強さ、その秘密を解き明かします。 

 小さな頃に出会った絵本の言葉、大好きで何度も繰

り返し口ずさんだフレーズ、そんな名言を紹介していま

す。大人になって読むことで物語の本質がみえてきた

児童文学再読書評も掲載されています。みなさんも昔

好きだった物語を読み直してみませんか？ 

BOOK 

 

『子どもの自分に会う魔法』 石井ゆかり；著 

白泉社 １階文学２ 請求記号（909.3 イ） 
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 ４月２３日はユネスコが定める

「世界図書・著作権の日」です。 

誰かのおすすめ本を読む体験を

楽しんでほしいと思い、読書ガイ

ドを集めました。物語との新たな

出会いが訪れますように・・・。 

 

 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『私をリーダーに導いた２５０冊』 

朝日新聞出版 ２階一般 請求記号（019.9ワ）  

  リーダーたちはどんなに忙しくても読書を欠かさ

ず、本が語りかけるメッセージに耳を傾けます。  

そして、気にいった本をビジネスパートナーに紹介

したり、贈り物にしているようです。会話の糸口とし

ても読書は大事なことなのでしょうね。 

『この作家 この１０冊』 本の雑誌編集部；編著  

本の雑誌社 １階文学２ 請求記号（910.26 コ） 

 

 
 作家が敬愛する作家の「おすすめの１０冊」を紹

介しています。人気作家５０人分が収録されていま

す。いわばイチオシ溺愛本、おのずと「この本を読

んで欲しい！」という感情が迸ります。どれも紹介す

るのはプロの書き手ですから、読みごたえも充分。 

『金田一秀穂の心地よい日本語』 金田一秀穂；著 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ ２階一般 請求記号（810.4キ） 

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



 

         

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

質問： 世界の太陽の神様の名前がわかるもの。（できたら一覧になっているものがあれば・・） 

 ★キーワード／太陽／太陽神／太陽神話／太陽崇拝  世界の神々 

 

①R813.1シ 『広辞苑 第６版』 ｐ1700 太陽神→太陽を宗教信仰の対象として神格化したもの 

 

②検索機のキーワード検索をした結果 

当館所蔵資料を確認していくが、日本神話では～／インカ帝国の神話では～、という資料が

多く、〔世界の太陽神〕一覧というようなまとめられかたはしていない。 

日本神話のアマテラスについての資料がだいぶヒットする。 

他は小説の題材に使われているためにヒットするものの、今回の調査では該当しない。 

しかし、太陽神の名前はいくつか判明する。 

 163.1 ヨ 『太陽の神話と祭り』 吉田敦彦 青土社 

444カ 『太陽のきほん』 上出洋介 誠文堂新光社 ｐ12-13太陽の神様 

 

③参考図書、「世界の神々」というキーワードを追加して資料を探していく。 

R164.03カ 『神の文化史事典』 白水社  

★巻末索引→太陽神 ２４の神様の名前あり→それを頼りに個別に引いていく 

R164.03マ 『神のかたち図鑑』 白水社 

    ★ｐ14～太陽の項目に２４の神様の名前、性質、図像でその姿がわかる。 

      この資料が、質問者の求めるものに一番近い、 

雑誌 『太陽 1986.7』 平凡社 特集「太陽神話と古代史の旅」 ＊世界の太陽崇拝あり 

 

④国立国会図書館のレファレンス協同データベースにも参考になりそうな情報はない。 

あとは、地道に「○○神話」資料から太陽神とされているものを抜き出していく。 

このほか、当館には所蔵がないが、他館所蔵のもので参考にできそうな資料を取り寄せる。 

   北海道立図書館より相互貸借で『太陽神の研究 上下巻』（松村一男：編／リトン） 

    

 

 

「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くっちんね、ぽぽぽぅ。てんてんてん 

女がこのおかしな言葉を耳にしなくなってから、もう五年が過ぎて

いた。 

 

②あの子がいない。 

どこにいるのか。どこに行ったのか。 

だだっ広い夜の公園で、懐中電灯の明かりだけを頼りに、山口妙

子はただひたすら歩いていた。 

 

③なんだか変な臭いがするぞと、寝室を出てすぐに彼は思った。 

朝露に濡れた芝生にこぶしをつき、のっしのっしとパトロールす

る。おれの縄張りに入り込んだやつがいるのか。 

  

④死にかけたことが、ある。 

大度海岸は嘉永四年にジョン万次郎が帰国しようとして最初に

上陸をはかった琉球の海岸で、地元ではジョン万ビーチという愛

称で呼ばれている。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『淵に立つ』 深田晃司 ポプラ社 913.6フカダ 

②『行方』 春口裕子 双葉社 913.6ハルグ 

③『市立ノアの方舟』 佐藤青南 祥伝社 913.6サトウ 

④『いまのはなんだ？地獄かな』 花村萬月 光文社 913.6ハナム 

その 49の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

レファレンス（reference） 

参考・参照図書・問い合わせ・照会 

リファレンスともいう（『imidas』より） 図書館では、どのような手順で調べものをすると良いのでしょう？司書が

調査の過程を公開します。みなさんが調べるときの参考になれば・・・。 


