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☆期間：２０２２年５月１日～５月１５日☆

よむよむ☆タイムズ
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vol.185

『心淋し川』（913.6 ｻｲｼﾞ）
西條 奈加／著

集英社

≪今月のよむよむ☆タイムズは…≫

『流浪の月』（913.6 ﾅｷﾞﾗ）
凪良 ゆう／著

東京創元社

◆６月の行事予定

『家族じまい』（913.6 ｻｸﾗ）
桜木 紫乃／著

展示 PICK UP

毎月、色々なテーマに合わせた展示を行って
います。ぜひチェックをしてみてください♪
※展示場所などの詳細については、職員におた
ずねください。

１ 階
～６月は食育月間です～
・「おいしいが いちばん！！」
・「おうちごはん」
・「おいしい本みいつけた！」
・「この本いいよ！」

◆よむ☆トショ（テーマ別オススメ資料）
【世界でイチバン】 【どうやって つくる？】

集英社

２ 階
・「世界でイチバン」
・「どうやって つくる？」
・「日々をつづる」

◆本のまくら その１０９の段
◆図書館掲示板
◆貸出ランキング トップ３ ≪一般書≫
◆展示 ＰＩＣＫ ＵＰ

帯広市図書館
〒080-0012 帯広市西２条南１４丁目３番地１

TEL 👉 ０１５５-２２-４７００
URL 👉 https://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!

☂今月は下記の２テーマをご紹介します。２階展示コーナーにて、資料
の展示・貸出をしています。ぜひご利用ください♪
☂本の紹介は…『書名』・（請求記号）・本のある場所・著者名・出版者名の
順番で表記しています。（※著者名が無い場合あり）

○●○世界でイチバン○●○

✱✱✱どうやって つくる？✱✱✱

図書館には世界一「かわいい」「美しい」「ラクチン」、「世界でいちばん○○」など
の本が色々あります。様々な「せかいいち」を見てみませんか？

どのような方法でつくられているのか、ちょっと気になるものを
紹介します。

BOOK 『世界でいちばん素敵な化学の教室』（430.4 ｾ）
２階一般

齋藤 勝裕／監修

BOOK 『きみは宇宙線を見たか』（429.65 ﾔ）

三才ブックス

２階一般

山本 海行、小林 眞理子／著

仮説社

ぬか床、漂白剤、部屋の埃などの身近なものにまつわる化学か

宇宙線とは宇宙空間をものすごいスピードで飛びまわっている、も

ら、レアメタルとは？抗生物質とは？という疑問まで解説。見た目

のすごく小さい粒。普段見ることはできませんが、霧箱を使えば肉

は難しそうな本に見えますが、中はきれいな写真満載のわかりや

眼で見られます。霧箱を作って宇宙線を観察してみましょう！

すい本です。ぜひ開いて見てください。

BOOK 『世界一ラクチンな栄養ごはん』（596 ｱ）
１階生活

渥美 まゆ美、Ｓｍｉｌｅ ｍｅａｌ／共著

BOOK
西東社

『ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り』（588.6 ｼ）
２階一般

真藤 舞衣子／著

立東舎

メイン食材は３つだけ。調理時間は１０分ほど。さらに材料費もそ

手間のかかりそうなイメージのみそ作り。ポリ袋を使えばとても手

んなにかからずに栄養バランスばっちりのごはんが作れます。時

軽においしく出来上がります。色々な豆や材料で自分好みの手

間が無い朝や遅くなってしまった夜のためのレシピも豊富。

作りみそを楽しんでみませんか？

BOOK 『世界一うつくしい植物園』（470.76 ｷ）
２階一般

木谷 美咲／文 森田 高尚／監修

エクスナレッジ

「この極彩色の物体は何？」と表紙を見て驚きました。歴史ある
宮殿の庭園がある一方、見た事もないような斬新なデザインの建
造物の場合もある世界の植物園。植物に詳しくない方でも楽しめ

BOOK 『名作椅子の解体新書』（758 ﾆ）
２階一般

西川 栄明、坂本 茂／著

誠文堂新光社

椅子を解体してまた組み立てる。どうして解体するの？と思うかも
しれませんが、解体することで、どんなパーツがあり、どんな技術
で作られているかがよくわかります。

る一冊です。

本のまくら

その１０９の段

ⓒ紀伊国屋書店新宿本店

つい続きを読みたくなる

図書館掲示板

ような 書き出し の 本を
紹介していきます。

毎月さまざまなイベント・企画等を行っています。図書館ホームページや
ＳＮＳ等でも情報発信をしていますので、ぜひご覧ください♪

「続きがきになる本。
」ございます。
◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆

①アルミパンに手をかざしたのは、鼻が異変に気づいたからだ。
（オリーブオイルの加熱が足りない）

②おや、
鈴の音がすると思ったら、タラヨウの葉が鳴っている。
早朝の境内に響くその音は優しく強く、そして気高く、
わたしは竹箒を動かす手を止め、聴き入りました。

「市民文藝 第６２号」 作品募集のお知らせ
半世紀以上の歴史ある「市民文藝」の作品募集が始まりました。
帯広市および十勝管内の町村にお住まいの方、かつて住んでお
られた方であれば、どなたでも応募できます。
●小説・戯曲・文芸評論・随筆・ノンフィクション・童話・詩・短歌・
俳句・川柳の全１０ジャンルがあります。

③家族経営で土建業を営む犬塚家の朝は早い。

●応募作品は規定の枚数・行数・首数・句数および字数を超えない
ように注意してください。（タイトル除く）
また、１作品につき１部原本・３部コピーの計４部を提出してくださ
い。なお、応募原稿は返却しません。

④晩春の或る日、わたしは東山二条の自宅において伏見区在住の友人の
訪問を受けた。

●募集要項（応募票付き）は図書館内に設置しています。
そのほか、図書館ホームページに掲載しています。

◆◇さて、本のタイトルは…？◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

✻作品応募の際には応募票の添付が必要です。
✻募集期間：2022 年５月１日（日）～８月３１日（水）必着

①『コンクールシェフ！』五十嵐 貴久／著，講談社，913.6 ｲｶﾞﾗ
②『猫のお告げは樹の下で』青山 美智子／著，宝島社，913.6 ｱｵﾔ
③『俺達の日常にはバッセンが足りない』三羽 省吾／著，双葉社，913.6 ﾐﾂﾊﾞ
④『音に聞く』髙尾 長良／著，文藝春秋，913.6 ﾀｶｵ

【応募作品の提出・お問い合わせ先】
帯広市図書館 「市民文藝」事務局

≪帯広市図書館 ６月の行事予定≫
☂この行事予定は５月２５日時点の情報です。新型コロナウイルスの感染症対策に伴い、事業の中止または延期などが考えられますので、
詳しい情報は帯広市図書館ホームページをご確認ください。

日

月

火

水
１

木
２

金
３

土
４
・10：30～「土曜
童話会」

５

６

７

８

臨時開館
（運動会翌々日）
・「ひゃっか王か
らのちょうせんじ
ょう」①10：00～
②13：00～

１２
・ 14： 00～「 こど
も映画会『おしり
たんてい ２』」

１９

１３

休館日
１４

９

１０

・10：30～「おひ
さまおはなし会
（乳幼児）」

１５

・ 10： 30 ～「 ワク
ワクおはなし会」
・13：30～「読書
ボランティア入門
編」

１６

１７

休館日

２１

２２

・11：00～「大人
のためのほのぼ
のおはなし会」

・10:30～「にこに
こおはなし会 （乳
幼児）」

２３

２４

◆平

日 １０：００～２０：００

◆土日祝 １０：００～１８：００

≪休館日≫
◆毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
◆月末整理日
※毎月末日。ただし、末日が土・日曜日及び
上記休館日の場合は順次繰り上げた日。

１８
・10：30～「おひ
さまおはなし会」

休館日
２０

１１

≪開館時間≫

帯広市図書館

２５
・10：30～「土曜
おはなし会」

フォローしてね♪
@obihirolibrary

２６
・ 14:00 ～「 日曜
映 画会『 お 料 理
帖』」

２７

休館日

２８

２９

３０

休館日
（月末整理日）

