今月の特集

よ
む
よ
む
☆
タ
イ
ム
ズ

★帯広市図書館から、こんなことを
その１４７

第６１回こどもの読書週間

第６１回 こどもの読書週間事業
２０１９年４月２３日～５月１２日
標語「ドは読書のド♪」

発信しています。

【第６１回こどもの読書週間】
★テーマ別オススメ資料

【名前のはなし】
【春からはじめる入門書】
★調べてみよう・レファレンス

【特別編 １０連休のイベント】

子どもたちにもっと本を、との願いから、「こどもの読書週間」は
１９５９年（昭和３４年）に誕生しました。
子どもの読書への関心が高まり、「子ども読書年」である２０００年
より現在の４月２３日（世界本の日・子ども読書の日）～５月１２日
になりました。
帯広市図書館でも、読書に親しむイベントをたくさん用意していま
す。詳しくは裏ページ、図書館ＨＰ、館内チラシをご覧ください。
４月２７日（土）
４月２８日（日）

１１：００～１１：３０ おはなし室
１１：００～１１：４０ 多目的視聴覚室
１４：００～
多目的視聴覚室
４月２９日（月・祝）１４：００～１５：００ 多目的視聴覚室
４月３０日（火・祝）日に６回 各２０分 図書館内
５月 １日（水・祝） １４：００～１５：３０ 多目的視聴覚室
５月 ２日（木・祝） １３：３０～１４：００ 多目的視聴覚室
５月 ３日（金・祝） １０：３０～１１：４０ 多目的視聴覚室
５月 ４日（土）
１１：００～１１：３０ おはなし室
５月 ５日（日）
１１：００～
多目的視聴覚室
５月６日（月・祝） １０：３０～１１：３０ 多目的視聴覚室

お問い合わせ

帯広市図書館

土曜おはなし会
スペシャルおはなし会
日曜映画会
ふりかえる、昭和の帯広・十勝
なりきり図書館員
おりがみ ｄｅ ありがとう
らくご絵本のおはなし会
親子で行く！図書館の書庫探検ツアー
土曜童話会
こども映画会
つくって遊ぼう コマまわし大会

電話０１５５－２２－４７００

１０連休は休まず
開館します！

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ
2019.4 vol.148

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

よむ☆トショ
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

る情報に変わりはありませんか。名前、住所、電話番号
などに変更がありましたら、１階カウンターにお知らせくだ
さい。なお、４月２７日（土）～５月６日（月）の１０連休はす
べて開館します。開館時間は１０時～１８時です。こどもの
読書週間イベントもありますので、ぜひ、ご来館ください。

★★★★★ 春から始める入門書 ★★★

４月のカレンダー

４月になりました。図書館の利用者カードに登録してい
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□■■■□□ 名前のはなし □□□■■
■□
世の中のすべての物や事、人物には名前があります。本、栞、利用者カード、自動貸出機、ＯＰＡＣ（オンライン蔵書目録・検索機）、書
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棚、図書館・・・というふうに。名前を知っていると相手に伝えるときスムーズで便利です。名称や名前がわかる本、図鑑などを中心に名前
の本をあつめました。今年は特に元号が変わる改元もあるため、名前に注目してみました。
BOOK

『元号 全２４７総覧』 山本博文；編著

BOOK

悟空出版 ２階一般 請求記号（210.02 ヤ）

BOOK

● ●

〇

淡交社 ２階一般 請求記号（521 エ）

● ●

森
へ
行
こ
う
！
〇
〇

かける虫や植物、きのこ類にも危険なものがあります。知ること

神棚、仏壇、英語で説明することができたら、外国からのお客様を

で危険を回避できるよう絵や写真が豊富に示されています。

おもてなしできます。日本文化を改めて知ることができる１冊。

２階では自然や森に関する本を
展示・貸出します。

BOOK

BOOK

『はじめての野菜づくり１２か月』 板木利隆；著
家庭菜園をつくって自分で育てた野菜を食べたい！でも、何からはじめたらいいのかわ
からない、土いじりは初めて、という方には、この本が最適です。１００種類の野菜の育て
方、食べ方、保存方法が大きな文字とイラストでわかりやすく解説されています。

BOOK

『今日からできるムスリム対応』 阿良田麻里子；著
講談社 ２階一般 請求記号（588.09 ア）
ムスリムはイスラーム教徒のことをさし、ハラールとはイスラームにおいて許されている

『子どもと木であそぶ』 岩谷美苗；著
東京書籍 ２階一般（653.2 イ）

BOOK

特化して基礎知識を説明しています。飲食業や宿泊業に関わる方の参考になります。
BOOK

和名のローマ字表記があるので、読み方もわかります。床の間、

が開催されます。これにちなんで

で楽しむことができます。Wi‐Fi 環境が整ってきた今だからこそ、はじめてみませんか？

『英訳付き ニッポンの名前図鑑 日本建築・生活道具』

生物について、危険度や対処法を解説しています。街中でも見

にて【帯広の森展示キャラバン】

保存ができるコンピューターです。薄型軽量で持ち運びに便利なので、さまざまなシーン

物事、イスラーム法に照らして合法的な物事です。この本は、食におけるムスリム対応に

日本建築・生活道具の名前を日本語と英語で紹介しています。

BOOK

タブレットはスマートフォンより大きな画面でインターネット、メール、写真（動画）撮影・

『あだ名で読む中世史』 岡地稔；著
八坂書房 ２階一般 請求記号（288.12 オ）

子どもと一緒に野外にでかけたときに遭遇するかもしれない毒

4/4～4/11、１階展示コーナー

『４８歳からのタブレット入門』 リブロワークス；著
インプレス ２階パソコン 請求記号（007.63 リ）

情報の整理が巧みで、とても読みやすくわかりやすい資料です。

６２年でした。元号の由来を知ると日本史が身近になります。

〇

BOOK

す。たくさんの書物を紐解き、あだ名の由来やなぞに迫ります。

ています。最短は７４９年「天平感宝」が３か月、最長は「昭和」で

インプレス ２階一般 請求記号（481.9 コ）

ました。興味をひかれたものがあれば、どうぞ手に取ってご覧ください。

家の光協会 ２階一般 請求記号（626.9 イ）

満王・獅子心王（ライオンの心臓）という、あだ名で称されていま

す。改元年月日、使用期間、在位天皇、大きな出来事が記され

『子どもと一緒に覚えたい毒生物の名前』

事、新たな趣味を探すなど・・・。いろいろな初心者向けの入門書をあつめ

中世ヨーロッパの書物に登場する王侯は、赤髭王・禿頭王・肥

大化からはじまる元号、平成までの全２４７を総覧できる資料で

BOOK

新年度、何かに新しく挑戦するのはどうでしょう。ガーデニングや畑仕

『あなたが介護で後悔する３５のこと』 上村悦子；著
講談社 ２階一般 請求記号（369.26 ウ）
４人に１人が高齢者の日本。介護を必要とする人、関わる人が増えているのが現実で
す。介護家族と専門家に徹底取材してわかった、介護をしていくなかで陥りがちな悩みを
解決に導く考え方を示しています。選択肢を知っておくだけでも心強いものです。

『森のたからもの探検帳』 飯田猛；著
世界文化社 ２階一般（653.17 イ）

BOOK

『知りたい北海道の木１００』 佐藤孝夫；著
亜璃西社 ２階一般（653.21 サ）

樹木医が植物の特性を活かした「木あそび」を伝

自然散策の楽しみのひとつに木の実や葉っぱを拾う

近所の街路樹や公園にある木の名前を調べること

授します。写真が多く、準備するものや手順がひと

ことがあります。リスが上手に食べ尽くした、まつぼっく

ができます。名前を上手に覚える方法、見分けやすい

めでわかるので、初心者でも挑戦しやすいものが

りはエビフライにそっくりです。森の落とし物を探して、

特徴などが細かに説明されているので、子どもでもわか

たくさんあります。これからの季節だと「桜茶づくり」

標本にすれば自由研究にもなります。どんぐりは煮沸

りやすく読むことができます。本もコンパクトなサイズで

や、ＢＢＱにぴったり「まつぼっくりの着火剤」です。

か冷凍することで虫の除去ができます。

自然散策に持っていける手軽さもうれしいです。

『子どもと一生の思い出をつくる星空キャンプの
教科書』 Ｇ．Ｂ． ２階一般（786.3 コ）

BOOK

『子どもとはじめる日帰りハイキング』 森田秀巳；著
ＪＴＢパブリッシング ２階一般（786.4 モ）

BOOK

『楽しむ！極める！キャンプ完全ガイド』
西東社 ２階一般（786.3 タ）

街中から離れ、自然のなかでキャンプをするとき

アウトドアが趣味の親御さんなら、子どもと一緒にハ

野外活動を思いっきり体験できるのは、キャンプではな

に体験したいのが星空観察です。いつもより夜更か

イキングを楽しみたいと願うものです。自力登山なら５

いでしょうか。初心者でもわかりやすい、大きいサイズの

しして家族で星の輝きを楽しみませんか。星が降る

才ぐらいからチャレンジできます。子連れでの注意点

本でビジュアル重視の内容です。揃えたい道具、食事の

ような絶景キャンプ場２５スポットガイドには、北海

や覚悟、準備について経験豊富な著者が写真で解説

準備、眠るための空間づくりがわかります。最近はオート

道から中富良野町「星に手が届く丘キャンプ場」が

します。共通体験を通じて親子の絆も深まります。思い

キャンプ場の設備が整い、手軽にはじめられるアウトドア

選出されています。

出づくり、体力づくりに、森へでかけませんか。

のひとつです。

１０連休は毎日開館！（4/27～5/6）
日替わりでイベントを行います。

その７３の段
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「続きが気になる本。」ございます。

４月２７日（土）１１：００～１１：３０

４月２８日（日）１１：００～１１：４０

４月２８日（日）１４：００～

土曜おはなし会

スペシャルおはなし会

日曜映画会

この本だいすきの会帯広支部
みなさんによるおはなし会
対象：幼児～小学生
当日受付

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

上映作品「美女と野獣」(2014）
クリストフ・ガンズ監督作品
対象：中学生～一般
当日受付

４月２９日（月・祝）１４：００～１５：００

４月３０日（火・祝）全６回

５月１日（水・祝） １４：００～１５：３０

ふりかえる、
昭和の帯広・十勝

なりきり図書館員

おりがみdeありがとう

昭和３８年の記録映像を上映
対象：小学生～大人
当日受付

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 4/2～16（抽選）

感謝を伝えるカードづくり
子どもだけの参加OK！
対象：小学生
事前申込 4/9より先着15名

５月２日（木・祝）１３：３０～１４：００

５月３日（金・祝）１０：３０～１１：４０

５月４日（土）１０：００～１２：００

らくご絵本のおはなし会

親子で書庫探検ツアー

ナウマン号in児童会館

らくご絵本ばかりの３０分
『じゅげむ』をごいっしょに！
対象：年長～大人
当日受付

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

移動図書館バス「ナウマン号」が
児童会館に登場します。
おはなし会も行います。
当日受付

５月４日（土）１１：００～１１：３０

５月５日（日）１１：００～

５月６日（日）１０：３０～１１：３０

土曜童話会

こども映画会

十勝童話会の
みなさんによるおはなし会
対象：幼児～小学生
当日受付

上映作品
「ムーミンパペットアニメーション」
対象：幼児～小学生
当日受付

つくって遊ぼう
コマまわし大会
みんなでコマを作ります。
対象：年長～小学生
当日受付

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。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

⓵「なあ、茶園、本当に吹奏楽やめちゃうの」
杉野が隣から、基の顔を覗き込んできた。
「そうだね」
②御牧咲について、大学の友人は、「黙っていれば大和撫子に見
える」と言う。母親は、「お前は化粧さえすれば、相当に化けられ
る」と言う。
③「夢をお聞かせいただきたいのですが」
質問に立った女子学生は、両手でマイクを握り締め、緊張した
面持ちで訊ねた。
豊澄印刷株式会社営業第二部のトップセールス・仲井戸光二は
座ったままマイクを手に取った。
④蕭々と落ちていた雨は、少し前にあがった。
空はまだらに晴れていたが、大気はいまだ雨を含む。
雲間から覗いた丸い月は、朦朧と霞んでいた。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇
①『風に恋う』 額賀澪 文藝春秋 913.6 ヌカガ
②『矢上教授の「十二支考」』 森谷明子 祥伝社 913.6 モリヤ
③『本のエンドロール』 安藤祐介 講談社 913.6 アンド
④『雨上がり月霞む夜』 西條奈加 中央公論新社 913.6 サイジ

