今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
を発信しています。

その７６ にこにこおはなし会のお知らせ

【にこにこおはなし会】

乳幼児向けおはなし会
第４水曜日 １１：００～１１：２０

★テーマ別オススメ資料
【はじめの一歩】

にこにこおはなし会
図書館では子どもたちを対象にしたおはなし会を行っています。
おはなし会では、絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを一緒に楽しみます。

【ラン・ＲＵＮ・ランナー】
★図書館をもっと身近に暮らしの
なかに

【図書交換会】

どなたでも参加できます。１階こどもの本の森おはなし室まで気軽にお越しください。
なお、第２・４水曜日は乳幼児向け、土曜日は幼児から小学生向けとなっています。
いずれも１１：００からはじまります。
（４月から第４水曜日のおはなし会がリニューアルしてにこにこおはなし会になりました。）

乳幼児向けおはなし会
・初めての図書館デビューにおすすめ
（０さいから利用者カードが作れます）

・赤ちゃんとのふれあい遊びもします
・絵本に興味を持つきっかけに・・・
◎参加しているのは０歳～３歳の親子中心です。
もしもの時は、途中で退出もできますよ。
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ようやく新緑の眩しい季節になりました。テラスで読書を
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している方の姿を頻繁に見かけるようになりました。
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今月のおすすめイベント
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２９日（土）13：30～ 語り手育成講習会（入門編）
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18 19 20

21 22

３０日（日）10：00～ 春の図書交換会

23 24

25 26 27

28 29

１５日（土）14：00～ きらきらパペットシアター（人形劇）

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!
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日の出が早くなり、お散歩やジョギングをしている方の姿を見かけるようになりました。清々し
い朝の時間、太陽の光を浴びて活動をスタートさせる朝活も健康的です。「よし！走ろう」と気合
を入れたが３日坊主。ということにならないよう、最初の１週間は５分間でもいいから毎日同じ時
間帯に外に出ることが継続の秘訣です。
BOOK

30

「市民文藝」・「ジュニア文芸」作品応募も始まりました。

■□■□■□ラン・ＲＵＮ・ランナー■□■□■□

ゆっくり、自分のペースではじめの一歩

『スロージョギング健康法』 田中宏暁；著
朝日新聞社 ２階一般 請求記号（782 タ）

６月のカレンダー

笑顔で会話や鼻歌を楽しめるくらいのゆっくりペースで走るスロージョギング。テレビ

色のついている日は休館です。

番組などを通じてご存じの方も多いのでは？とても簡単なのに、脳が活性化され、体が
元気になる。本を読み終えたら、すぐにでも始められそうです。

新しいことを知る、楽しむという経験はいくつになってもわくわくします。図書館にもたくさんの「はじめての〇〇」「〇〇入門」という
初心者向けの本がたくさんあります。やってみたいな～と思っていた事にチャレンジするきっかけとして、はじめの一歩を踏み出して
みませんか？趣味を持つことはストレス解消の手段としても良いそうです。あなたの好奇心、応援します。
BOOK

『５０歳からはじめる俳句・川柳・短歌の教科書』

BOOK

正しい姿勢で立ち、歩くことから始め、自然にランニングへ。各々のレベルに合わせ

『木工ガールのはじめてＤＩＹ』

俳句・川柳・短歌の違いがわかりますか？どれも定型詩です

お部屋のインテリア、お店に行ってもなかなか自分好みのもの

が、音数も詠む内容もちがいます。それぞれの分野で活躍中の

が見つからない・・・そんな経験ありませんか？材料の購入から完

プロたちが基本ルールから上達の秘けつまで、わかりやすく解

成までの手順が丁寧に紹介されています。費用や作業時間、難易

説しています。あなたも一句、詠んでみてはいかがですか。

度も表示されているので、参考になります。女子でも大丈夫！！！

『基本がわかるはじめての写真レッスン』 河野鉄平；著

たトレーニングメニューがまとめられています。ストレッチ、体幹エクササイズなども写真
でわかりやすく解説。シューズ選び、食事法などあらゆる情報を網羅。
BOOK

『ビギナー・ランナーのお悩み解消ＢＯＯＫ』
枻出版社 ２階一般 請求記号（782 ビ）
「家の玄関を開けよう！それだけでも始めるきっかけになります。」・・・最初のページ
を開いたら、もう背中を押されている気分になります。走り始める前や走ってみてからの

BOOK

疑問に答えて、「始めの一歩」をサポートしてくれる一冊です。

『ファーストガーデニングガイド』
グラフィック社 ２階一般 請求記号（627.8 フ）

玄光社 ２階一般 請求記号（746 コ）

『金哲彦のウォーキング＆スローラン』 金哲彦；著
高橋書店 ２階一般 請求記号（782 キ）

美術出版社 １階生活 請求記号（592.7 モ）

土屋書店 １階文学２ 請求記号（911.30 ゴ）

BOOK

BOOK

普段の生活のなかで写真を撮る機会は、以外に多いもので

暮らしのなかに、お花があるのってステキですよね。広いお庭や

す。理想のイメージはあれど思いどおりに写すことができなくて

ベランダがなくても大丈夫です。はじめてでも育てやすい植物や飾

苦労していませんか？構え方やピントの合わせ方といった基本

り方の工夫が紹介されています。色とりどりの花や庭の写真が満

から子どもやペットなどの撮影方法までやさしく解説していま

載なので、ながめているだけでも楽しめる一冊です。

BOOK

『下り坂では後ろ向きに』 丘沢静也；著
岩波書店 ２階一般 請求記号（780.4 オ）
だらだら走り、のんびり泳ぐ…がんばらないスポーツを続けて３０年の著者（翻訳者）に
よるエッセイ。ゆっくり、静かに、目標をもたず、結果も求めず、距離や回数ではなく、時間
を区切って、という気持ちで続けることから得られる小さな幸せへのヒント。

す。
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『中原淳一の女学生服装帖』 中原淳一；著

◆中原淳一◆

BOOK
中原淳一（なかはらじゅんいち）
実業之日本社 ２階一般 請求記号（）

生誕１００年

イラストレーター・服飾研究家・雑誌編集者

BOOK

『中原淳一の女学生服装帖』 中原淳一；著

BOOK

実業之日本社 ２階一般 請求記号（589.21 ナ）

『少女の友 創刊１００周年記念号ベストセレクション』
実業之日本社 ２階一般

請求記号（051.8 シ）

「少女の友」に連載されていた人気コーナー【女学生

１９０８年から１９５５年まで、少女雑誌のなかでも人

大正２年（１９１３）２月１６日生まれ、香川県出身

服装帖】を１冊に書籍化。中原淳一が少女たちに洋服

気のあった「少女の友」。吉屋信子や川端康成が執筆

★大正１４年上京し画業を学ぶ。日本美術学校在学中の昭和７

の着こなしから、帽子やスカーフの作り方・使い方をレ

し、のちの瀬戸内寂聴、田辺聖子が読んでいたといい

年頃、少女雑誌「少女の友」の挿絵画家となり、眼の大きく唇の

クチャーしています。この時代にしかできない少女らし

ます。この記念号では、当時の雰囲気が漂う遊び心と

石田波郷（3/18）俳人

小さい少女像を好んで描き一世を風靡した。太平洋戦争中は軍

さを大切にするあまりの辛口指導が甦ります。

淳一の美しい仕事を見る事ができます。

金田一春彦（4/3）国語学者

部の圧力で発表を禁じられた。昭和２１年に季刊ファッション雑誌
『フリーター、家を買う。』 有川浩；著
BOOK
「それいゆ」を創刊し、同誌は竹久夢二調の繊細な美少女の絵で

★１００年前、同じ年の同級生★

森繁久彌（5/4）俳優
小篠綾子（6/15）デザイナー
新美南吉（7/30）児童文学者
家永三郎（9/3）歴史学者
森永ミルクキャラメル発売
ハウス食品設立

幻冬舎 １階文学１ 請求記号（913.6 アリカ）

少女たちに支持された。昭和２２年ひまわり社を創立して「ひまわ
二宮和也主演にてドラマ化されました。３カ月
り」「ジュニアそれいゆ」などを創刊したほか、服飾デザインや作
で仕事を辞めフリーターになったため厳格な父と
詞、ミュージカルの演出と、多彩な活躍をした。昭和３０年代半ば
は対立。就活もうまく行かない、そんなとき母が
からは闘病生活が続いた。昭和５８年（１９８３）４月１９日没。
うつ病になり症状は悪化していく。戸惑いながら
Ｒ281.03 ニ『２０世紀日本人名事典』ｐ1820
も家族を再生しようと苦闘する誠治の物語。

BOOK

『中原淳一の人形（別冊太陽）』 中原蒼二；編
平凡社 ２階一般 請求記号（759 ナ）

BOOK

『記憶のちぎれ雲』 草森紳一；著
本の雑誌社 １階文学１ 請求記号（914.6 クサモ）

小さな頃から人形制作が趣味で、闘病中も最後まで

婦人画報社で若き編集者として駆けだしであった草

作り続けていた淳一。その作品は、趣味の域を超える

森が晩年まで後悔したインタビューのことが、苦い記憶

素晴らしい出来栄えです。イラストが立体になる驚きと

として書かれています。中原淳一と宝塚スターの葦原

細やかな手仕事をじっくり見る事ができます。美意識も

邦子夫妻の自宅に取材に行った草森一行、機嫌の良

含めとても凝り性な方だったのだと思います。

い邦子の様子に、ポロリとある質問がこぼれて・・・。

その 3 の段

帯広市図書館活用編

©紀伊国屋書店新宿本店

図書交換会へのお誘い
年２回の楽しみ

「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。

図書交換会でリユース、新たな出合いへ
６月３０日（日）１０：００～１５：００
図書館１階

「ほんのまくら」というのは、「書き出し＝まくら」に見立て紀伊国屋書店
で展開している読書フェアのアイディアを参考にしています。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●

① ①湯呑の中で、大きく茶が波立った。 ひやりとした拍子に、盆が
傾いたのだ。幸い、茶にも茶請にも障りはない。お縫いはほうっと

多目的視聴覚室

息をつき、声のした方をかるくにらんだ。
②

例えば

お客様がお持ち

同数交換

になった本

図書交換会

②コピー機と格闘している新入社員の立野くんの横顔を眺めてい
るとそのあごの形があまりにも美しくて、つい見惚れてしまった。まだ

会場にある本

ひげと呼ぶには心もとない純白のうぶ毛が生えていて、きのうのよる
食べた桃を思わせなくもない。

１０冊

１０冊
③私は、＜永遠＞という響きにめっぽう弱い子供だった。

交換に応じられない本
破れ・汚れ・書き込みなどがあるもの、図書館（図書室）の廃棄本
雑誌全般・教科書・参考書・テキスト・図録・記念誌・名簿・辞典など

図書交換会は昭和５６年（１９８１）９月、家庭文庫を開いていた文庫マスター連絡協議会が中心となりはじ
まった行事です。旧館時代は、前庭に大きなテントを出し青空の下で行っていました。
新図書館オープン時に、帯広図書館友の会が交換会を引き継ぎ、現在に至ります。友の会のみなさんと一
緒に帯広南商業高等学校図書局員がボランティアとしてお手伝いしてくださっています。
毎年、６月と１１月の２回開催されています。時期になると開催日のお問い合わせも寄せられ、多くの方が、
この交換会を楽しみにしている様子がわかります。

図書交換会 主催：帯広図書館友の会 共催：帯広市図書館

たとえば、ある休日。家族四人でくりだしたデパートで、母に手を引
かれた私がおもちゃ売場に釘づけになっている隙に、父と姉が二
人で家具売り場をぶらついていたとする。
④何もかも、申しわけありませんでした。
わたしは、また、つぶやく。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『閻魔の世直し』 西條奈加 新潮社 913.6 サイジ
②『キャンセルされた街の案内』 吉田修一 新潮社 913.6 ヨシダ
③『永遠の出口』 森 絵都 集英社 913.6 モリ
④『薬屋のタバサ』 東 直子 新潮社 913.6 ヒガシ

