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その１４０ 語り手育成講習会 朗読講座 

 

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 朗読講座】 

★テーマ別オススメ資料 

【家を持つ・維持する・手放す】 

【日本と世界のお城ツアー】 

★調べてみよう・レファレンス 

【地名の読み】 

 

 

帯広市図書館 

語り手育成講習会・ステップアップ編 

言葉の響きを感じる朗読講座 

 

お申込み・お問合せ 帯広市図書館 
電話０１５５－２２－４７００ ＦＡＸ０１５５－２２－４７０２ 

 

読書ボランティアとして幅広く活動するために、朗読技術を学んでみま

せんか？ 朗読の基礎（発声・発音）を知って、聞き取りやすい滑らかな 

しゃべり方を目指しましょう。受講料は無料ですが、事前申し込みが必要。 

平成３０年１０月１２日（金） 

１３：００～１５：００ 

帯広市図書館 １階 多目的視聴覚室 
 

講 師 安藤千鶴子先生 
（音声表現講師／元北海道放送アナウンサー） 

     帯広市生まれ。北海道放送へアナウンサーとして入社。 

テレビ・ラジオの司会、ドキュメンタリーのナレーションなどを

担当。定年後は【朝日カルチャーセンター札幌】をはじめ全道各

地で【読む・聞く・話す】講師を務めている。 

 

 



        

 

 

          

 

        

            

                 

   

   

『ヨーロッパの古城宮殿がよくわかる本（PHP 文庫）』 レッカ社；編 桐生操；

監修 PHP研究所 ２階一般 請求記号（B 523.3 レ） 

 道内在住４８名の建築家の素顔と作品実例が紹介されていま

す。冬場の寒さや積雪と向き合いながら、依頼主の暮らしに対す

る思いや願いを大事にした、しかし個性的な北海道の家を設計し

ています。住んでみたくなる素敵な家が多数掲載されています。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『世界一わかりやすい家づくりの教科書 ２０１７－２０１８』  

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（365.3セ） 

ライフプランとして、一軒家を考えるときに知りたい情報が具体

的に書かれています。建築実務者が１６９項目にも及ぶ家づくり

の基本を解説。お金・土地・家づくり・間取り・設備・建材・図面・見

積書、不安を納得に変えることができる教科書です。 

BOOK 

 憧れのマイホームを持ちたい、建てたいと思ったらこの本。家族との思い出がたくさん詰まった我が家を、常にコンディションが良い状態で

保ちたいと思ったらこの本。長きにわたり、一緒に過ごしてきた家だけれど役目は終わり家を手放すことを考えたらこの本。 

「家」についてのさまざまな資料を集めました。財産であり大きな買い物の家ですから、みんなが円満に後悔しない選択をしたいものです。 

 

BOOK 

９月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

 日本の城を理解するための基礎知識がとてもわかりやすく書かれています。城の歴史、

構造を図解で丁寧に解説している資料です。お城の象徴と思っていた天守がないお城も

存在します。なぜ？と不思議に思ったらこの本を読んでみてください！ 

 

BOOK 

 

『「負動産」時代の危ない実家相続』 藤戸康雄；著 

時事通信社 ２階一般 請求記号（365.3 フ） 

『最新図解 特別警報と自然災害がわかる本』  

饒村曜；著 オーム社 ２階一般（481.28ニ） 

 

『お城へ行こう！（岩波ジュニア新書）』 萩原さちこ；著  

岩波書店 １階ヤング 請求記号（Y 521ハ） 

 時代の流れで現在は住宅過剰社会になってきています。「空き

家問題」をはじめマイホームや不動産を子孫に残すことが必ずし

も歓迎されない状況になってきています。実家の相続について根

本から考える時期に来ているのではないでしょうか。ＦＰ（ファイナ

ンシャルプランナー）による、損をしない知識が満載です。 

ニュースで「雪・雨・強風などの影響があるので不要

不急の外出を控えるように」と発表されるのをよく聞くよ

うになりました。しかし、会社や学校に行かないと判断

するには勇気がいることだと思います。特別警報は災

害を繰り返し体験した教訓から災害の大きさ予想して

変化してきています。最新情報を知っておきましょう。 

 フランス、イギリス、スペイン、イタリア、東部・中部・バルカン地方の古城、宮殿が紹介さ

れています。当時権力のあった王が自らの象徴として建てた城や宮殿を、ちょっとしたエ

ピソードもまじえて楽しむことができる１冊です。 

 

    □□■ 家を持つ・維持する・手放す ■□■

□□■ 

 

 
 

 

 異常気象と言われることが多くなってきた昨今、日本

列島に何が起きているのでしょう？最新研究からわか

ってきた気象の変化を図解で丁寧に説明しています。

メカニズムを知り、自分たちが住む地域がどのような場

所なのかを知ることで注意しなければならない災害に

備えることができます。 

『こんな城もあったんだ』 本岡勇一；著  

TO ブックス ２階一般 請求記号（521.82モ） 

BOOK 

 

『老後をリッチにする家じまい』 長谷川裕雅；著 

イースト・プレス ２階一般 請求記号（365.3ハ） 
本のサブタイトルは「一戸建て、売り逃したら負動産」超高齢

化社会を迎え、老後をいかに幸せに過ごすか？弁護士と税理士

の両資格を持つ著者が、前向きな「家じまい」を提案。変化を苦

手とする高齢者の気持ちに寄り添った内容でフォローも充分考

えられています。親子で読みたい内容です。 

よむ 

『絵でわかる日本列島の地震・噴火・異常気象』  

藤岡達也；著 講談社 ２階一般（450.98 フ） 

 

 

 日本の観光地として有名な城から、初めて名前を聞く城まで１２０か所以上が紹介され

ています。それぞれ情報がコンパクトにまとめられ、城マニアの著者による見るべきポイ

ントがわかりやすいです。お城に興味を持ちはじめた方の入門書におすすめの本です。 

 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆ 

BOOK 

 

トショ 

BOOK 

 

『城！１０５ １巻』 日本城郭協会；監修 

フレーベル館 １Ｆ児童 請求記号（52.1シ１） 

BOOK 

 

BOOK 

『最新自然災害サバイバルＢＯＯＫ』  

枻出版社 ２階一般（369.3シ） 

 

 

 ９月になりました。トンボも飛んで秋風が吹いてきました。 

秋は実りの季節、おいしい十勝の食材を楽しむ時期がやっ

てきました。１階生活コーナーの【フードバレーとかちコーナ

ー】には食材のおいしさを堪能できるレシピなどを置いていま

す。十勝で旬のおいしさが味わえる場所（お店）を紹介した本

も人気があります。ここの資料を使って、この秋は、新鮮な地

元野菜を使った絶品料理をご家庭でお召し上がりください。 

 地震・津波・洪水・風害・火山の噴火、あらゆる自

然災害に対応するための知識が掲載されていま

す。最新の防災グッズについても商品名を出して紹

介しています。会社・自宅・屋外・駅構内など場面別

の身を守る方法は覚えておきたいものです。小さい

子どもの防災力の高め方は簡単に挑戦できます。 

★★★★日本と世界のお城ツアー★★★★   
                           歴史を感じることのできる「お城」は、魅力的でファンも多い 

                          建築物のひとつです。世界遺産に登録されているものもあり 

                          ます。歴史の舞台になった場所であり、当時の最先端の技術 

が惜しげもなく発揮されている部分など注目点は多いです。 

 

 

BOOK 

 

弥生時代から豊臣秀吉の天下統一までの間に作られた城が、写真や全体図で見るこ

とができます。時代の移り変わりによって城がどのように変化してきたのかがよくわかりま

す。集落の形成から城ができるまでビジュアル的に歴史を感じることができます。 

『災害から親を救う５０の手立て』 米山公啓；著  

扶桑社 ２階一般（369.3 ヨ） 

離れて暮らす家族が住む地域が被害にあった

ら・・・。考えるだけでも気が気ではありませんが、互い

に準備をしておくことが重要です。状況を知るための連

絡方法、持病の薬を確保する手段、避難所での健康

維持など、高齢の親を守るための１冊です。 

『地震イツモマニュアル』 地震イツモマニシュアル；編 

ポプラ社 ２階一般（369.31ジ） 

地震は突発的に起こります。【モシモ】ではなく【イツ

モ】地震を意識した心がけを忘れないように、定期的に

見直したいことをわかりやすく解説しています。いくつも

の大きな地震を経た経験を活かし、内容をより現実的

に使えるものにしてきた決定版です。 

BOOK 
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   ９月１日は「防災の日」です。 

自然災害から身を守るための方

法をおさらいし、備えましょう。 

 

  

BOOK 

 

『いつ大災害が起きても家族で生き延びる』  
小川光一；著 ワニブックス ２階一般（369.3オ）  

 災害心理を知ろうという章は、ぜひ読んで欲しい

内容です。緊急時の判断を鈍らせる心の動きや行

動ついて詳しく書かれています。それを踏まえたう

えで生き残るためにどのように備え、行動すべきか

が示されていて印象に残りました。 

『北海道の建築家と家をつくる』  

エイチエス ２階一般 請求記号（527ホ） 

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

https://www.irasutoya.com/2018/06/blog-post_689.html
https://2.bp.blogspot.com/-LMujzgeX9zs/VxYaxYalS3I/AAAAAAAA5_U/P2-_vhDNwg4G-83LjW7PLFxaEVcGdInawCLcB/s800/bousaikunren_title.png
https://1.bp.blogspot.com/-RE_LtIhPBps/VCOJt4M6ZEI/AAAAAAAAm1k/WGvtkInZP9s/s800/house_reform.png
https://2.bp.blogspot.com/-pOQ2u7KA_4o/Uku_FlCPeDI/AAAAAAAAYts/qFzthq_X9d8/s800/kankou_himejijou.png
https://2.bp.blogspot.com/-0d8Itho2V2w/VwIgTvwLzoI/AAAAAAAA5ak/iOAZK3E9goMbTXVjUqYHrVdQ9eix2TEBA/s800/landmark_neuschwanstein.png


         

                                                        

   

 

 

 

                                 

 

 
 

「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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● 

①ベッドの横の本棚で、目覚まし時計が鳴る。 

ボタンを押して止めると、緑色のライトがつく。 

時間よりも、日付が目に入る。 

六月二十二日、今日で三十五歳になった。 

 

②寛政二年（一七九〇）旧暦九月 江戸城 

二の丸御殿に初秋の冷気がまだ残る朝五ツ（午前八時）過ぎ、

若年寄・堀田摂津守正敦の御用部屋に黒羽織の茶坊主がすり

足で現れ、一通の書状を差し出した。 

 

③てんごくから、しろいまあるいのが、いっこ、おりてくる。 

くももしろいけど、もっとしろい。それは、まがって、わきのみちの

ほうにいく。にげて、土についた。 

 

④世の中というのは、なにが役立つか分からない。 

ナイフを片手に、裏路地で強盗を繰り返していたり、小動物を

解剖したりしていた少年が、刃物の感触に魅せられて外科医に

なる場合だってあるし、暇潰しのために手に取った三文小説が、

その後の人生を変えるほどの影響力を持つことも起こりうる。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇ 

①『大人になったら』 畑野智美 中央公論新社 913.6ハタノ 

②『一身二生』 太田俊明 日本経済新聞出版社 913.6オオタ 

③『オトメノイノリ』 石田千 筑摩書房 913.6 イシダ 

④『小鳥冬馬の心象』 石川智健 光文社 913.6 イシカ 

その６６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・・・。 

 

 

質問）琵琶湖の北湖・南湖の読み方がわかる本はないか。 

 

回答）北湖（ほっこ）・南湖（なんこ） 

 

①キーワードを【琵琶湖/湖】にして探すが、湖に関する本にはなし。 

北湖・南湖はでてくるが、読み方は書かれていない。 

Ｒ291.09 ｷ 25 『ふるさとの文化遺産郷土資料事典 25 滋賀県』  

         ｐ27 ～湖を北の広い太湖（たいこ）と、南の狭い南湖（なんこ）に分けている。 

 

②地理・地名・地図の資料を探すことにする。 

しかし、地名ではなく湖のこっちとむこうの場所を示す名称なのでどの資料（地名辞典・地図

帳・旅行ガイド）にも読みが掲載されていない。 

 Ｒ291.03 ｸ 『難読・異読 地名辞典』× Ｒ291.03ヤ『難読地名辞典』× 

 Ｒ031 ﾆ 25 『日本大百科全書 25 索引』△ 

         ｐ851 「北湖 →琵琶湖」とあり、前後が「ボッゲンドルフ」「ホッコクアカエビ」から 

             「ほっこ」ではないかと推測できる。 

 

③児童書なら読みがわかるのでは？と地理資料、滋賀県を中心に探す。 

29.1 ｼ 『新図解わたしたちの日本地理 近畿地方』  

      ｐ4 琵琶湖の役割に北湖・南湖の解説あり。（振り仮名付き） 

29.1 ｼ４ 『新都道府県クイズ ４』  

      ｐ19 南湖と北湖はどこでわける？（振り仮名付き） 

＊上記の 2冊とも振り仮名は、「ほっこ」「なんこ」となっていた。 

 

★琵琶湖の最も狭い部分には琵琶湖大橋が架かっており、 

これより北側部分を北湖、南側部分を南湖と呼びます。 

北湖と南湖とでは水質や水の動きが大きく異なっています。 

滋賀県ホームページより 

 


