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その１４４ 家読（うちどく）にチャレンジ！  

 

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。 

【家読（うちどく）にチャレンジ】 

★テーマ別オススメ資料 

【あの人にはこんな贈りもの】 

【憧れのあの味・あのお菓子】 

★調べてみよう・レファレンス 

【新聞で重大ニュースを調べる】 

 

 

帯広市図書館 
〠080-0012 

帯広市西２条南１４丁目３－１ 

http://www.lib-obihiro.jp 

 
 お問合せ・提出先  

  帯広市図書館 電話０１５５－２２－４７００ 

 

家読にチャレンジ！２０１８ 
家読（うちどく）とは、お家（うち）で読書（どくしょ）をすることです！ 

家族そろって同じ本を読んだり、本について会話が増えたり楽しい挑戦です。 

お子さまの心の成長を感じることができる良さもあります。 

 

では、さっそく、チャレンジの方法を説明します。 

①「家読ノート」をゲットしましょう。 

②冬休み中に、わくわくドキドキしながら本を読みましょう。 

③「家読ノート」にそれぞれの感想を書きましょう。 

 おうちの人にも１冊同じ本を読んで感想をもらいます。 

④小学生５冊・中学生３冊以上の感想を書いてください。 

 

★対  象 帯広市の小中学生 

★締め切り 平成３１年２月３日（日） 

★提 出 先 帯広市図書館３階事務室 

 ＊「家読ノート」は、帯広市図書館に置いています。 

   図書館ホームページからもダウンロードできます。 

 ＊抽選で２０名様に図書カードをプレゼントします。 

 

今年もやります！冬休みの人気企画 

http://www.lib-obihiro.jp/mobile/mblindex.html
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https://www.irasutoya.com/2013/04/blog-post_6839.html
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『近藤幸子のしあわせ絵本レシピ』 近藤幸子；著 

白泉社 １階生活 請求記号（596.65 コ） 

 １６人の作家たちの〝贈りもの〟にまつわるエッセーやショート

ストーリーを収録。心温まる優しさに満ちた作品から、ちょっと切

なくなってしまうものまで・・・。相手を想う気持ちが溢れます。 

帯広のお菓子をお土産にしているエッセーも掲載されています。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『心から喜んでもらえる贈りもののマナー』 冨田いずみ；著  

高橋書店 ２階一般 請求記号（385.97 ト） 

 お祝い・感謝の気持ち・季節のご挨拶など、贈答の機会は多い

のに、いざ贈るとなると、どのタイミングで？どんなものを？適切

な金額は？と、いつも悩んでしまう方におすすめです。ギフトコー

ディネーターが、場面やお相手に相応しい品物、マナーを紹介。 

BOOK 

 贈りもの、プレゼント、贈答、進物、お福分け、誰かに何かを贈る場面は生活のなかで多くあります。相手の喜ぶ姿を想像しながら選ぶ楽し

さ、もちろん自分がもらったときの喜び。そんな「贈りもの」という言葉の響きだけでワクワクしてしまいます。思いやりの気持ちが表れる行為

だと思います。言葉や、気持ち、目には見えない贈りものもたくさんありますね。ここでは、そんな贈りものに関する様々な本をご紹介します。 

 

 

BOOK 

１月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

ロングセラー絵本『ぐりとぐら』に登場する料理のレシピ集です。お料理すること食べる

ことが好きなぐりとぐらと言えば、やはり、大きな卵で作ったフライパンいっぱいの「カステ

ラ」が印象的です。ふんわり膨らんだカステラをおうちで楽しめます。 

BOOK 

 

『懐紙で包む、まごころを贈る』 長田なお；著 

淡交社 ２階一般 請求記号（385.97オ） 

『段取り時間術』 藤原毅芳；著  

秀和システム ２階ビジネス（336.2 フ） 

 

『ぐりとぐらのてづくりブック』 福音館書店編集；編 

福音館書店 1階生活 請求記号（596.65 フ） 

日本の伝統的な礼法「折形」、真白い和紙で贈り物を包みま

す。この本では、比較的入手しやすい懐紙を使い、お茶菓子受け

になるかいしきの折り方。ちょっとした心付けの折形バリエーショ

ンなど、祝い事を彩る水引の結び方も手順を図解してわかりやす

く解説しています。 

 働き方改革やワークバランスなど、ビジネスにおいて

時間管理術に注目があつまっています。その反面、多

様化するニーズに対応するために１人あたりの仕事量

は増加していることも指摘されています。限られた時間

で最大限の結果を残す準備について図解でわかりや

すく説明されています。 

お料理シーンが登場する絵本から、『バムとケロ』の山盛りドーナツ、『はらぺこあおむ

し』が食べたさくらんぼパイとカップケーキ、『ぐるんぱのようちえん』の特大ビスケットなど

全１３冊の絵本とレシピを掲載。絵本の読み聞かせとセットで雰囲気を盛り上げて！！ 

   □□■□ あの人にはこんな【贈りもの】 ■□

■□□■ 

 

 
 

 

 アンガーマネジメントとは「怒りの感情」と上手に付き合

うための「感情理解教育プログラム」と言われ、怒ること

がＮＧではなく、怒りのせいで後悔しないためにどんな心

構えを持つかということです。できるだけイライラしないで

毎日を穏やかに過ごしたい、その悩みを解決します。 

『ミッフィーの食卓 なにを食べているの？』 林綾野；著  

講談社 ２階一般 請求記号（726.60ブ） 

BOOK 

 

『手仕事の贈りもの』 片柳草生；著 宮下直樹；写真 

晶文社 ２階一般 請求記号（750.21 カ） 

  〝手仕事は人を励ます力がある〟という著者。生まれたばかり

の赤ちゃんへ、入院中の友へ、結婚祝いとして、同じものは二つ

とない手仕事の品々。大切な人に特別な贈りものをチョイスする

ときに参考になる本です。相手を想い、気持ちを込めたスペシャ

ルな演出アイデアとエピソードが満載の１冊。 

よむ 

『いつも怒っている人もうまく怒れない人も図解アン

ガーマネジメント』 戸田久実；著  

かんき出版 ２階一般（141.6 ト） 

 

 

 ミッフィーが絵本の中で食事をしている場面をキュレーターである著者が解説します。登

場するおやつとごはんが作れるレシピ。オランダ生まれの絵本、当地の食文化も垣間見

えます。出産祝いで振舞われるカラフルなお菓子マウシェスの意味もわかります、 

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 

 

『まんが・アニメ・絵本に出てきた「あの料理」と「あのお菓子」を作れる夢のキッ

チン』 吉田瑞子；著 ブティック社 １階生活 請求記号（596 ヨ） 

BOOK 

 

BOOK 

『コミュニケーションの強化書』 くまごろう＆アソシエ 

イツ著 主婦の友社 ２階ビジネス（361.45 ク） 

 

 

 ２０１９年１月４日（金）から通常開館をしております。 

 今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 １月中は、冬休みの宿題、自由研究、工作の本を探す児童

や学生が多く来館されることが予想されます。来館者数が増

えますので賑わいもあると思いますが、みなさまには寛容な

心で見守っていただけるとうれしく思います。 

 

 人間関係の悩みは年齢に関係なく尽きないことで

すが、鍛え方ひとつで乗り切ることができます。強

化したいのは「観察力」と「想像力」、見る・聴く・話

す・通じる・共感が生まれるの順番で円満な関係を

築いていくことができます。会話のラリーを続けるこ

とができる雑談力アップのコツが書かれています。 

 

 

★★★憧れのあの味・あのお菓子★★★★   
               絵本やマンガ、物語などに出てきた「あの料理」。幼心に食べてみたいと思った

ことありませんか？どんな料理なのだろうと想像を膨らませ、あまくて、おいしそう

で、いくら食べてもなくならない大きさや量にうっとりと憧れた方も多いはず。 

作品に登場したあの料理やお菓子を本当に作れる本を集めました。 

BOOK 

 

 一度は食べてみたいと思った料理として有名な骨つき肉や串に刺さったおでん、タワー

になったホットケーキの作り方が載っています。ほかにも溶かしたチーズをのせたパンに

石のスープ、ふくふくダルマ。何のお話かは本を借りてのお楽しみ。 

『ラクして速いが一番すごい』 松本利明；著 

ダイヤモンド社 ２階ビジネス（336.2マ） 

  「ラク」とはちからの「入れ所」と「抜き所」を理解して

無駄な仕事をなくすこと。やり直しを命じられない１発で

決める資料作成のポイント、スパッと割り切る判断をす

るための優先順位のつけかたなど、時間短縮しながら

生産性を上げる法則がわかります。 

『９９％の人がしていないたった１％のメンタルの 

コツ』 河野英太郎／田中ウルヴェ京；共著  

ディスカヴァー・トゥエンティワン ２階一般（159.4 コ） 

 オリンピックメダリストが教えてくれる、メンタルトレーニ

ングの方法です。「自分のライフサイクルに合わせた、

自分ならではの能力発揮と自己管理」を目的とした心の

トレーニング。習慣化してこそのものです。挑戦できそう

な課題から取り組むだけで効果が得られます。 

BOOK 
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 新年を迎え気分も新たに何か

に挑戦する、ステップアップさせ

ることができるきっかけの本を集

めました。 

BOOK 

 

『いちいち悩まなくなる口ぐせリセット』 大嶋信頼；著 

大和書房 ２階一般（159オ） 
  

 
 消極的な言葉を使って、ついつい愚痴っていませ

んか？ネガティブワードを言い換えるだけで、事態

が好転していく言葉の使い方、語彙について心理

カウンセラーが事例をもとに解説していきます。言

葉ひとつで円満になれる方法があります。 

『ほんのきもち』 朝吹真理子；ほか共著 

扶桑社 １階文学１ 請求記号（914.6ホンノ） 

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

https://4.bp.blogspot.com/-qmV_JGiPKNY/UxbLojf5AlI/AAAAAAAAeBw/CqL0UOL0THQ/s800/present_girls.png
https://www.irasutoya.com/2017/05/blog-post_376.html
https://1.bp.blogspot.com/-UsDBghnTkkE/VvpdnBu-nuI/AAAAAAAA5Rc/CKqATAWvfkMpU7sNaJIhySDOmR5HPyJ6A/s800/button_start1.png
https://4.bp.blogspot.com/-O3BfRklRuvY/UgSMMQLBDQI/AAAAAAAAW-Q/ierOPDBWb7U/s800/sweets_pancake.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「あなたですよね、ほら、恋人が火だるまになった」  

  嫌な修辞（レトリック）を使う男だな、と凪田緒ノ帆（なぎたおの 

  ほ）は思った。 

 

②眠るように死んでまだきれいなうちに下宿人に見つかるという 

  のが、雪子さんの理想の最期だった。その望みは叶えられな 

  かったことを、八月の終わり、薫は出張さきの品川のホテルで 

  朝刊を読んでいて知った。 

 

③静かな店だった。 

  美咲は右手を悠人とつないだまま、左手で重たい木のドアを閉 

  めた。からん、とひかえめなベルが鳴り、また静寂が戻る。 

 

④男と女の仲はわからない。 

  ずいぶんと長い年月にわたって親しくつきあい、充分に相手を 

  理解していると信じて結婚しても、 

  ———えっ、そうなの――― 

  思いがけない側面を発見することも多い。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『火刑列島』 森晶麿 光文社 913.6 モリ 

②『雪子さんの足音』 木村紅美 講談社 913.6 キムラ 

③『ありえないほどうるさいオルゴール店』  

  瀧羽麻子 幻冬舎 913.6 タキワ 

④『怪しくて 妖しくて』 阿刀田高 集英社 913.6 アトウ 

その７０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）新聞に掲載された１年ごとの重要な出来事を調べたい。（記念誌に使いたい） 

 

調査）過去にも調査をしており、非常にニーズの高い質問です。 

    新聞記事を検索して、情報を更新しましたので、みなさんも参考にどうぞ・・・。 

 

回答）各年代の新聞をデジタルライブラリーより複写して終了。 

 

★十勝毎日新聞（１０大ニュース） 2001年～20１7年まで、毎年 12 月 30 日 2-3面に掲載。 

★北海道新聞（十大ニュース／朝刊に掲載） 

 2001年 12月 27日 18面  2002 年 12 月 27 日 17面  2003年 12月 28日 14面 

 2004年 12月 24日 14面  2005 年 12 月 24 日 15面  2006年 12月 24日 17面 

 2007年 12月 25日 15面 

 2008年 12月 24日 15面（道内） 16面（国内） 17面（国際） 

 2009年 12月 24日 14面（道内） 16面（国内） 17面（国際） 

 2010年 12月 24日 14面（道内） 16面（国内） 17面（国際） 

 2011年 12月 24日 16面（道内） 17面（国内） 17面（国際）（＊東日本大震災のため一部自粛） 

 2012年 12月 29日 17面（道内） 18面（国内） 19面（国際） 

 2013年 12月 30日 15面（道内） 16面（国内） 17面（国際） 

 2014年 12月 29日 13面（道内） 11面（国内） 14面（国際） 

 2015年 12月 29日 12-13面（道内） 11面（国内） 14面（国際） 

 2016年 12月 29日 16-17面（道内） 15面（国内） 18面（国際） 

 2017年 12月 28日 14-15面にまとめて掲載   

 

★インターネット  

 時事通信社 10大ニュース （1999年から 2018 年まで時事通信社が選定したもの） 
 平成を振り返る一挙リンクあり https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_general-10bignews2018 

 

★書籍（日本全体） 

 Ｒ059 ﾖ  『読売年鑑』 （読売新聞読者選定の 10大ニュース） 

 H070.67 ト『十勝毎日新聞九十年史』にまとめて掲載あり  

 

 

https://www.irasutoya.com/2016/12/blog-post_2.html

