今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなことを
その１２８ 男子のための読み聞かせ講座

発信しています。

【語り手育成講習会】

男子のための読み聞かせ講座
子どもたちが夢中になる家庭読みのコツ、おはなし会で活躍できる選書に
ついての講座を開催します。パパ、おじいちゃん、先生など、絵本に興味の
ある男性の方が参加しやすい「男性限定」の講座です。
講師は大人気読み聞かせ講師、元保育士、聞かせ屋。けいたろう先生です。

★テーマ別オススメ資料
【朝時間を楽しもう】
【お江戸の知恵袋】
★調べてみよう・レファレンス

【教育実習に役立つ資料】

平成２９年９月２０日（水）１８：３０～２０：００
帯広市図書館 １階 多目的視聴覚室
対 象 絵本に興味がある男性
受講料 無料（事前申し込み必要）
持ち物 筆記用具
申込方法 図書館へ電話で受付
講師 聞かせ屋。けいたろう （東京都在住）
読み聞かせ、絵本講座、保育者研修会で日本全国を駆け抜けている。絵本
作家として文章を担当した著作はフランス・台湾・韓国でも翻訳出版。元保
育士。一児の父。
著作 『どうぶつしんちょうそくてい』『どうぶつたいじゅうそくてい』アリス館
『聞かせ屋。けいたろう 絵本カルボナーラ』フレーベル館

申し込み・お問合わせ

帯広市図書館（0155-22-4700）
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帯広市図書館

日 月 火 水 木 金 土

季節は夏から秋に移り変わろうとしています。
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かねてより募集していました「とかちジュニア文芸」の
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締め切りが１０月１日（日）に迫ってきました。応募票など
は図書館ホームページからダウンロードできます。若い

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

世代の瑞々しい感性溢れる作品をお待ちしています。
学校単位での応募も大歓迎です。夏休みの思い出を作
品に込めて創作してみませんか？
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朝時間を楽しむ
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平和な時代に生きた江戸庶民の生活は、人間らしく幸せに生きる知恵や
ヒントが満載です。そこで、今回は、江戸庶民の生活に焦点を当てた本を
特集しました。
BOOK

江戸時代のふつうの人々の暮らしぶりがわかる資料です。流行した着物の柄や髪形、
どんな家に住み、なにを食べていたのか。生活を豊富な図版や図説で追体験する一冊で
す。特に着物と日本髪の説明はとてもわかりやすく、江戸の粋を感じることができます。

暑かった夏もそろそろ終わり。季節の変わり目にあわせて生活リズムを少しだけ朝型にしてみませんか。朝は１日の中で、集中力が最も高
軽く身体を動かす、おいしい朝食やお弁当をつくる、お部屋に花を飾るなど、さわやかな朝を演出するアイディアがいっぱいです。
BOOK

『元気とキレイをつくるキウイレシピ』 浜内千波ほか共著

BOOK

BOOK

俱楽部；著 主婦の友社 ２階一般 請求記号（793 ワ）

色やグリーンが美しく、朝食におすすめのフルーツです。おまけに

長もちさせるコツを紹介します。必要な道具はよく切れる花ばさみ

ビタミンやカリウム、食物繊維が豊富でサラダはもちろんパンや

だけ！ふだん使いのグラスやマグカップ、かごを使って食卓や窓

パスタ、ご飯との相性もピッタリです。

辺に気軽に飾ってみましょう。

『江戸庶民のかしこい暮らし術』 淡野史良；著
河出書房新社 ２Ｆ一般 請求記号（210.5 タ）
子どもの教育や高齢者の介護、江戸の人びとが抱えていた問題は現代の私たちにも

『ワンコインでできるはじめての花の飾り方』 ﾜﾝｺｲﾝﾌﾗﾜｰ

日東書院 ２階一般 請求記号（498.58 ハ）
１年中手に入りやすく、お手頃価格がうれしいキウイ。果肉の黄

『江戸庶民の衣食住』
学研 １階ヤング 請求記号（Ｙ210 エ）

色のついている日は休館です。

まりやすい時間だと言われています。人間の脳は睡眠中に記憶が整理されるので、起床後は頭が一番スッキリした状態になるそうです。

●○●〇

徳川幕府の世、２６５年間、目立った内乱や戦争がなかった江戸時代。

９月のカレンダー

■□■□

お江戸の知恵袋

共通するものがあります。天災に左右され、経済的に豊かではなかった時代ですが、
人々はどのように知恵を出し合い工夫しながら、問題を解決していたのでしょうか。

スーパーで見かけるサービス花束をセンスよくアレンジ、しかも
BOOK

『江戸の卵は１個４００円！（光文社新書）』 丸田勲；著
光文社 ２Ｆ一般 請求記号（337.82 マ）
現代では物価の優等生と呼ばれ価格変動が少ない「卵」、江戸時代には２０文（４００
円）だったとか。江戸時代の物価に焦点をあて、現在の価値に直した値段を知ることがで

BOOK

『絶景！世界の山小屋』 グラフィック社編集部；編
グラフィック社 ２階一般 請求記号（786.1 ゼ）
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BOOK

『ちいさなカタコト＊イタリア語ノート』 高坂千秋；著
国際語学社 ２階一般 請求記号（877.8 タ）

こんな魅力的な場所で、朝を迎えたい！世界の無数の山小屋

頭がスッキリしている朝時間にちょっぴり外国語を学ぶのもい

の中からピックアップした、特に絶景の約６５か所の写真を楽し

いですね。イタリア語の短いフレーズをフォトエッセイとイラストで

めます。小屋の姿も、オーソドックスなものから近未来的でユニ

楽しみながら覚えていきましょう。地下鉄の券売機の使い方やエ

ークなものまでさまざま。あこがれの一軒を見つけましょう。

スカレーターの立ち位置などの情報は旅行にもお役立ちです。

子どもの成長を感じながら一緒

BOOK

に親子になっていく家族。パパの
育児参加は家族の絆が強くなり
良いことばかり！はじめての経験
に戸惑うこともあるとは思います
が、パパを応援する本はたくさん
あります！！
BOOK

『パパの本 今日から自慢のパパになる』
自由国民社 ２階一般 請求記号（379.9 パ）

BOOK

きる資料です。町人、職人のお給料や生活必需品の値段と理由もわかります。
BOOK

『大江戸まるわかり事典』 大石学；編
時事通信社 ２Ｆ一般 請求記号（210.5 オ）
タイトル通り、江戸時代の特徴的なことをコンパクトにまとめた入門的な内容のもので
す。漢字にはふりがなが振られ、図もあり、歴史が苦手な方でも気軽に読めます。江戸時
代の流れや文化風習がわかれば落語や時代劇をもっと深く理解することができます。

『イラスト版 頭のいい子が育つパパの習慣』 清水克
彦；著 ＰＨＰ研究所 ２階一般 請求記号（379.9 シ）

BOOK

『子どもにウケるお話大作戦 絵本であそぼ！』
小学館 ２階一般 請求記号（019.53 パ）

パパのための１冊。子どもたちの夢を応援するた

パパの子育て参加を応援する本です。毎日３０分、

赤ちゃんが家に来てから絵本と向き合ったパパたち３

めに親ができること、してあげたいことを紹介してい

子どもと会話することを大事にしましょう。「親はどんな

人の奮闘の記録です。読み聞かせを続けるうちに感じ

ます。子どもたちと生活を共にするときにお役立ち

話でも聞いてくれる」という信頼感は子どもが成長して

た共感を一緒に楽しんでください。パパも子どもも気に

の遊び、会話、スポーツ、絵本、お料理の方法もわ

いくうえで何よりの支えとなっていきます。イラスト版な

入った絵本の紹介、子どもたちが好きなポイントなど、

かりやすく、自慢のパパになれます。

のでイメージが明確に示されている点も良いです。

パパの読み聞かせ入門書として最適な本です。

『子どもを本好きにする１０の秘訣』
高濱正伸 平沼純；共著
実務教育出版 ２階一般 請求記号（379.9 タ）

BOOK

『聞かせ屋。けいたろう 絵本カルボナーラ』
フレーベル館 ２階一般 請求記号（019.53 キ）

BOOK

『あやしい絵本（別冊太陽）』 東雅夫；監修
平凡社 ２階一般 請求記号（019.53 ア）

保育士として活動しながら絵本をみんなと分かち合

読み聞かせ上級者の方にはこちらの本をご案内しま

読書をすることで読解力、語彙力、表現力が育つ

いたいと夜の路上で読み聞かせをはじめた著者。男性

す。こわい本、あやしい本は断然、男性声のほうが有

と言われ、子どもたちにはぜひ身につけてほしいと

が読むと効果的な絵本を中心にした５５冊を解説して

利です。子どもたちは怖いこと、不思議なことが大好き

願う技術です。本に興味を抱かせるにはコツがあり

います。現場で得た知識満載の「子どもたちが本当に

です。こわい本でもお膝で抱っこしながら、パパの体温

ました。親子で取り組めるものばかりで、ほとんどの

好きな絵本」揃っています。

を感じていれば安心して楽しめます。

紹介本は図書館で借りることができます。

その 5４の段

レファレンス（reference）

©紀伊国屋書店新宿本店

参考・参照図書・問い合わせ・
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

照会、リファレンスともいう

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・・・。

「続きが気になる本。」ございます。

（『imidas』より）

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。

質問） 教育実習のために十勝に帰省している。まだ、学校が始まっていないので、具体的な希望がある
わけではないですが・・・。実習が始まったら授業計画の参考に資料を調べるなど、図書館を利用
していきたいと思って下調べにきました。
帯広市図書館の利用方法と資料の棚、調べ方について教えてください。

回答） ①帯広市図書館の利用方法
資料の貸出方法など基本的な説明と図書館ホームページの
活用方法（いろいろな検索方法 資料状態確認方法）をご案内。
②教育実習への心構えなどが書かれたもの
373.7 キ 『教員をめざす人の本 ２０１５』 最新版 ｐ148 教育実習の項目あり
374.3 ア 『教職って？学校って？ 教師を目指すあなたに』 ｐ18 教育実習
374.35 ノ 『教師のための話す作法』 児童との会話のコツ、コーチング技術
③授業計画の考え方
「平成２９年版学習指導要領改訂のポイント 授業力＆学級経営力ＰＬＵＳシリーズ」
375.41 ヘ『小学算数』 375.8 ヘ『小学校・中学校国語』 375.3 ヘ『小学校・中学校社会』
375.49 ヘ『小学校中学校体育・保健体育』 375.35 ヘ『小学校・中学校特別の教科道徳』
④あとは、教育の棚を見てもらう。２階一般 請求記号３７０（教育）～３７５．９（教科書）
帯広市の小中学校で使用されている教科書の場所なども一緒に確認する。
授業計画や具体的な内容が決まったら、インターネットも利用できる、単元名＋指導案
で検索すると現役の先生方が公開しているサイトの情報をご案内して今回は終了。
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①窓越しに、砂漠の朝の陽差しがテーブルへと差しこんでいる。食
卓にあるのは、白地に青の、植物の蔓のような文様が入ったポッ
トと、同じ意匠の湯のみが三つ。ポットは近くの市場で売られてい
た量産品で、このあたりでは皆が使っている。
②夜汽車を待っていた。
故郷に向かう寝台列車は、もうすぐ到着予定だった。ぼくはベン
チに腰掛けて、文庫本を開いていた。
③がらんとした会議室の中で、彼は冷や汗を浮かべ、体を強張ら
せて椅子に座っていた。締め日までの数字で、ここに呼ばれるか
どうかがわかる。やがて、ドアが開いて数人の男たちが入ってき
た。
④十二月の冬空の下、わたしは着物姿で有楽町を歩いていた。空
から降る初雪を凌ぐために、リンゴ模様の傘を差しながら。
「まったく、せっかくの休みだっていうのに・・・・・・」
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『あとは野となれ大和撫子』 宮内悠介 角川書店 913.6 ミヤウ
②『インスタント・ジャーニー』 田丸雅智 実業之日本社 913.6 タマル

③『立川忍びより』 仁木英之 角川書店 913.6 ニキ
④『俗・偽恋愛小説家』 森晶麿 朝日新聞出版 913.6 モリ

