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≪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 その１ 

【６月１０日（月）臨時開館のお知らせ】 

◆帯広市図書館から、こんなことを 

発信しています その２ 

【第５９回 「市民文藝」作品募集の 

お知らせ】 

◆よむ☆トショ（テーマ別オススメ資料） 

【いきものがかり】 

【未来へ伝える！伝統のワザ】 

帯広市図書館 
〠080-0012 

帯広市西２条南１４丁目３－１ 

https://www.lib-obihiro.jp 

図書館カレンダーをご覧になって、「なぜ６月１０日（月）は開館しているの？」と

思われた方もいらっしゃるかと思います。 

 

なぜなら… 

６月９日（日）に開催予定の小学校の運動会の振替休日（月曜日）に伴い、 

臨時開館とするからです！ 

 

臨時開館する理由は… 

小学校の運動会の振替休日（月曜日）は通常では図書館は休館となってい 

ますが、子どもの居場所作りの観点から月曜日を臨時開館とし、翌火曜日を休 

館とする取組を実施するからです。 

なお、運動会が延期した場合も臨時開館日及び休館日は変更いたしません。 

※６月１１日（火）は休館となります。ご注意ください。 

◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています その１◆ 

※その２は裏面をみてね♪ 

６月１０日（月） 臨時開館のお知らせ 

楽しいイベントも開催します！ 

①かみひこうき つくってとばそう！ 時間👉１０：３０～１１：３０ 

②読書でクイズ！？ 時間👉１３：００～１５：００ 

※参加人数によっては中止する場合があります。 

http://www.lib-obihiro.jp/mobile/mblindex.html


 

 

         

 

        

            

                 

  

   

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       

『技者（わざもん）』 （750.21 ｼ） 

２Ｆ一般  七田 祐子／著  創藝社 

江戸切子や柘植の櫛から純銅おろしがね、南部箒（ほうき）やガラスペンなど、

手にするとわくわくしたり、うれしくなったりする道具たち。 

日本の伝統工芸職人２６人の技術とそれぞれの想いを紹介します。 

 
『世界で一番美しいペンギンの世界』 （748 ﾍﾞ） 

２階浮世絵  アレックス・ベルナスコーニ／著 

川口 富美子／訳  エクスナレッジ 

南極の息をのむような壮大な美しさに圧倒される一冊。 

海の波しぶきやペンギンの毛一本一本の質感まで感じら

れ、過酷な環境の中で生き抜く生き物の強さを見せつけら

れます。 

 

あなたはどんな動物が好きですか？イヌやネコ、ゾウ、キリン…。世界中に

はたくさんの動物がいます。 

見て触れて癒され和む、いろいろな動物の魅力や生態などがわかるような

本を紹介します。 

BOOK 

BOOK 

『へんてこ！レッサーパンダ』 （489.57 ｲ） 

２階一般  石簾 マサ／著  辰巳出版  

円山動物園（札幌）・釧路市動物園（釧路）のレッサーパンダ

のかわいい姿が満載な一冊です。 

それぞれに個性や特長があり、見ているだけで自然に笑顔

がこぼれてしまいます。 

『闇の夜に』 （726.6 ﾑ） 

２階一般  ブルーノ・ムナーリ／著，藤本 和子／訳 

河出書房新社 

ムナーリの生誕１１０周年を記念して復刊された、五感

のすべてを使って楽しむ、しかけがたくさんの絵本。 

ページの上部に空いた穴を覗くと、闇夜に浮かぶ月が

チラリ。これぞ大人でも楽しめる一冊です。 

『舞うひと』 （769.1 ｸ） 

２Ｆ一般  草刈 民代／著，浅井 佳代子／写真  淡交社 

元バレリーナで現在は女優として活躍している著者が、「踊ってきた人」としての経

験を反芻しながら日本舞踊・能楽・歌舞伎など古典芸能のトップランナーと「踊り」

について存分に対談します。 

『俳句・短歌・川柳と共に味わう猫の国語辞典』 （645.7 ﾎ） 

２階一般  佛渕 健悟・小暮 正子／編  三省堂  

猫が詠まれた２４００の作品と猫に関する言葉を集めた、猫

だらけの国語辞典。江戸時代から昭和まで５００名もの作家

が猫に関する作品を詠んでいたことにも驚きを覚えます。猫

好きな方もそうでない方もぜひ一度、ご一読ください。 

よむ☆トショ 

『レッドタートル』 （726.6 ﾋﾞ） 

２階一般  マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット／原作  

池澤 夏樹／構成・文  岩波書店 

南の海の小さな島に打ち上げられた男。島から脱出し

ようとした男が出合ったのはウミガメだった…。 

「島」が静かに語る出会い・命の誕生から旅立ち・別れ

まで。とても美しい物語です。 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

BOOK 

BOOK 

『月のしずく』 （726.6 ｷ） 

２階一般  菊田 まりこ／え・ぶん  ＷＡＶＥ出版 

たいせつな人を失って、不安で悲しくて眠れない

夜をすごしている少女が出会ったのは月の精。 

永遠なんてないけれど、確かなことはある…。 

あたたかな言葉とイラストが印象的な絵本です。 

６月になり、すっかり暖かくなり

ました。帯広市図書館では、

２・３階にある「読書テラス」を

開放しています。どうぞご利用

ください♪（※飲食禁止・天候

により閉める場合あり。） 

○●○ 未来に伝える！伝統のワザ ○●○ 

『「いる」じゃん』 （726.6 ﾏ） 

２階一般  くどう なおこ／作，松本 大洋／絵 

スイッチ・パブリッシング 

親子である作者と絵作者が「生」をテーマに共作した絵

本です。人間はひとりぼっちじゃない、まわりを見渡せば

たくさんの命が生きているということに気づかせてくれる

作品です。 

『絵本むかし話ですよ』 （726.6 ｺﾞ） 

２階一般  五味 太郎／著  方丈社 

「三匹の豚」や「桃太郎」など、みんなが知っている

むかし話をちょっと意地悪に、それでいてユーモア

たっぷりに著者が描く絵本です。 

どんなお話になっているかは読んでみてのお楽し

み。 

絵本は子どもだけのも

のと思っていませんか？ 

大人にもオススメの絵本

を２Ｆ展示コーナーで紹

介しています。 

どうぞご利用ください♪ 

『ずぶぬれの木曜日』 （726.6 ｺﾞ） 

２階一般  エドワード・ゴーリー／著 

柴田 元幸／訳  河出書房新社  

ご主人さまが無くした傘を捜しに出かけた犬のブルー

ノ…。モノクロで繊細な絵と登場人物のセリフで物語

が紡がれていきます。ぜひ雨の降る季節に読んでほ

しい傘をめぐる物語です。 

 

『キリンの一撃』 （482.4 ｸﾞ）  

２階一般  レオ・グラッセ／著，鈴木 光太郎／訳 

化学同人  

アフリカのサヴァンナに住む動物を例に、生物の進化を面白

く解説する一冊です。キリンの首はなぜ長いのか…。シマウ

マはなぜ縞模様なのか…。動物のなぞが明らかに?! 

≪６月のカレンダー≫ 

◆◇◆ いきものがかり ◆◇◆ 『味噌大全』 （588.6 ﾐ） 

２Ｆ一般  渡邊 敦光／監修  東京堂出版 

「味噌」は日本人の食生活に欠かすことのできない名脇役であり、健康のベスト

パートナーでもあります。この一冊で歴史から種類、製造法、日本文化との関わ

りや美味しいレシピなど「味噌」のすべてを知ることができます。 

 

『和菓子を愛した人たち』 （383.81 ﾄ） 

２Ｆ一般  虎屋文庫／編著  山川出版社 

お菓子はいつも日本人の暮らしに寄り添ってきました。 

紫式部と椿餅、織田信長と金平糖や森鷗外と饅頭茶漬けなど、歴史上の人物

１００人にかかわる和菓子のエピソードが写真や画像とともに楽しめます。 

 

BOOK 

BOOK 

BOOK 

BOOK 

 新しい時代がやってきても、私たちの暮らしの周りには古くから守り伝えられてきた

ものがたくさんありますね。工芸や芸能をはじめ道具や食物にいたるまで、これから

も頼りにしていきたい伝統のワザやその秘密を探してみましょう。 

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） 
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「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の本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。 

●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○ 

➀ただ黙々と走っている。 

皆、何かを思い、何かを目標に、中にはイヤホンで音楽か何かを 

聴きながら走っている。 

それらが“何か”はわからない。 

 

②人生はオーディションの連続だと思います。 

本気でそう思っています。 

 

③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。 

 

④わたしはかわいい女だ。 

わたしはかわいくて、気が利く女だ。 

わたしはかわいくて、気が利いて、セクシーな女だ。 

わたしはかわいくて、気が利いて、セクシーで、やさしい女だ。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇ 

① 『ふたたび蝉の声』 内村光良 小学館 913.6 ｳﾁﾑ 

② 『オーディションから逃げられない』  

桂望実 幻冬舎 913.6 ｶﾂﾗ 

③ 『大人になったら、』 畑野智美 中央公論新社 913.6 ﾊﾀﾉ 

④ 『おばちゃんたちのいるところ』  

松田青子 中央公論新社 913.6 ﾏﾂﾀﾞ 

 

 

その 75 の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 ◆帯広市図書館から、こんなことを発信しています その２◆ 

第５９回 「市民文藝」 作品募集のお知らせ 

【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 

〒080-0012 帯広市西２条南１４丁目３番地１ 

電話：0155-22-4700  FAX：0155-22-4701 

半世紀以上の歴史ある「市民文藝」の作品募集が今年も始まりま

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。（年齢制限はありません。） 

●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。 

●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、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。 

●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。 
（帯広市図書館ＨＰ 👉 https://www.lib-obihiro.jp） 

※作品応募の際には応募票の添付が必要です。 

※募集期間：2019年５月１日（水）～８月３１日（土）必着 


