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
を発信しています。

その７７ 夏休みは図書館に行こう！！

【夏休み子ども向け行事】

夏休みは図書館へ行こう

★テーマ別オススメ資料
【気持ちを伝えるあいさつ】

７月２７日（土）～８月２４日（土）子ども向け行事
時間

【おうち時間★充実】

イベント名

対象

土曜おはなし会

幼児～小学生

絵本にでてくる虫のお話

幼児～一般

スペシャルおはなし会

幼児～小学生

２日（金） １３：００～１５：００

小説・童話教室

中学生・高校生

３日（土） １１：００～１１：３０

土曜童話会

幼児～小学生

３日（土） １３：００～１５：００

読書感想文教室

小学４年生～中学生

○

４日（日） １３：００～１５：００
８
７日（水） １２：３０～１６：００
月
１０日（土） １１：００～１１：３０

短歌・俳句教室

小学４年生～中学生

○

２７日（土） １１：００～１１：３０
７
２７日（土） １３：３０～１４：２０
月
２８日（日） １１：００～１１：４０

申込

★図書館をもっと身近に暮らしの
なかに

【雑誌スポンサー制度】

○

調べてみよう！動物のこと 小学生（低学年は保護者必） ○

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ

土曜朗読会

幼児～小学生

１７日（土） １１：００～１１：３０

おひさまおはなし会

幼児～小学生

帯広市図書館

１７日（土） １４：００～１５：００

きらきらパペットシアター

幼児～小学生

2013.7 vol.79

２４日（土） １１：００～１１：３０

土曜おはなし会

幼児～小学生

詳しい情報は図書館 HP、広報

お問合わせ

おびひろ７月号、カウンターに設

帯広市図書館

置しているチラシをご覧ください。

☎２２－４７００

☜スマホ、携帯電話でも OK

図書館ホームページに〔からだ♪ナビ．com〕を開設しま

よむ☆トショ

した。２階医療情報コーナーに新しく入った本、特集展示

日 月
1

について紹介しています。ピンポイントで情報にたどり着

定は２８度です。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願
いいたします。
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■□■□■□おうち時間★充実★■□■□■□

6

「朝活」という言葉をご存じですか？仕事前の早朝を使い、勉強や運動、趣味など、自分の時間に充て

8

9 10 11
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16 17 18

19 20

それにつながる夜時間を、有意義に過ごすヒントになる本を紹介します。

21 22

23 24 25

26 27

28 29

30 31

7

７月になり気温が高くなってきましたが、館内の温度設

2

金 土

る活動です。これからの季節は日の出も早くなり、早起きのリズムを確立しやすい時期です。朝時間と、

けるので便利ですよ！

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

火 水 木

BOOK

気持ちを伝えるあいさつ＆スピーチ

『朝の時間割』
地球丸 １階生活 請求記号（590.4 ア）

７月のカレンダー

働く女子１８人、朝の時間を実況中継。ライフスタイルにより実に様々な行動が記録さ

色のついている日は休館です。

れていきます。コップ１杯の水を飲む／お弁当のおかずを詰める／夜ごはんの下ごしら
えをする…。家族の中で１番早起きの彼女たち、時短の工夫を見抜けますか？

人がいろいろなおつきあいの中で生きていくかぎり、あいさつ、スピーチをしなければならない場面はたくさんあります。年齢を重ね、社会的な立
場も上がるにしたがって大勢の前であいさつ、スピーチする機会も増えてきます。飛び抜けて上手でなくても、相手に失礼にならない程度のあい
さつは、社会人なら行えるようにしておきたいものです。今月は「あいさつ」＆「スピーチ」の本を紹介します。

BOOK

『知識ゼロからのビジネススピーチ入門』 生島ヒロシ；著
ビジネスシーンに役立つスピーチを紹介。歓送迎会や式典の

自分があいさつをするときは短いことばで、聞く人の心に残るス

あいさつだけでなく、朝礼での注意喚起や報告、ねぎらいまで。

ピーチをしたいと思ってはいるものの、なかなか思うようになりませ

どのように話しを組み立てるのか、わかりやすく、入門書として

ん。成功の秘訣は原稿作りにありました。どの場面でなにを伝える

最適な本です。元ＴＢＳアナウンサーの生島ヒロシ氏が伝授。

べきか、生きたスピーチができる心強い１冊です。

専門医が、間違った知識を正しながら「起床術」のポイントをまとめた一冊です。
BOOK

『お風呂の達人』 石河泰弘；著
草思社 ２階一般 請求記号（498.37 イ）
入浴剤の老舗「バスクリン」の社員、お風呂博士の石川さんが教えてくれる。暮らしに
役立つ入浴法、３１のオキテ。疲れ切った日の入り方、冷え性・夏バテ・寝不足対策など

BOOK

教えどおりに入浴した日は驚くほど睡眠の質がアップするのです。

『カーネギー 心を動かす話し方』 Ｄ・カーネギー；著
ダイヤモンド社 ２階一般 請求記号（809.4 カ）

研究会；著 法研 ２階一般 請求記号（374.6 ピ）
ＰＴＡの役員になると、行事などであいさつする機会が多くなり

人前で話すことが苦手。しかし、なんとかしたいと思っている方は

ます。緊張する、どんなあいさつが最適かわからない・・などの

是非読んでみる価値のある本です。著者のデール・カーネギーは、

悩みもつきません。ＰＴＡ活動に役立ち、不安克服のために書

１９３０年代に活躍した対人スキル開発者です。『人を動かす』『話し

かれたものです。保護者として学校に関わっている方必見。

方教室』は大変な評判になり、今なお世界中の社会人に読み継が

★ ★ アムールトラの
★ マオが仲間入り
お ★昭和３８（1963）年７月１３日に開園し
び たおびひろ動物園。めでたく今年で
ひ ５０周年を迎えます。そこで、動物観
ろ 察に役立つ本をご紹介します
動
物
園
㊿
周
年
★

朝活の時間を作るために、いつもより早起きをしてもなかなか続きません。スッキリと
自然に目覚めるにはどうしたらいいの？そもそも「体内時計」って本当にあるの？眠りの

土屋書店 ２階一般 請求記号（809.4 イ）

『ＰＴＡのあいさつ・司会進行・文書の事典』 ＰＴＡマナー

『朝５時半起きの習慣で、人生はうまくいく！』 遠藤拓郎；著
フォレスト出版 ２階一般 請求記号（498.36 エ）

『イザという時の短い短いスピーチの教科書』

BOOK

幻冬舎 ２階ビジネス 請求記号（809.4 イ）

BOOK

BOOK

BOOK

『脳からストレスを消す技術』 有田秀穂；著
サンマーク出版 ２階一般 請求記号（498.39 ア）
生活のなかで感じるストレスに打ち勝つのではなく、「上手に受け流し、消す」。このこと
ができれば、とても生きやすくなると説く著者。脳ストレスをコントロールする簡単な方法を
紹介しています。

れています。
BOOK

BOOK

『ほんとのおおきさ動物園』
学研 １階児童 請求記号（48.9 ホ）

BOOK

『このはなだれの？』

BOOK

ひさかたチャイルド １階児童 請求記号（48 コ）

『なぜシマウマはシマシマなの？』
講談社 １階児童

請求記号（48 ナ）

動物園の鉄柵ごしに見る動物たち、本当の大

表紙を見てわかるように、いろんな動物の鼻をアップ

動物のなぜ？にわかりやすく答えてくれる頼もしい

きさを想像できますか？大きな写真で動物たち

で撮影したものが紹介されています。動物の鼻は環境

本。子どもだけでなく、大人も夢中になりそうな動物の

の姿と迫力を伝える人気の本です。あまりに大

に適応するため、いろんな形になりました。しかし、ど

生態を写真で見ることができます。動物を観察して、疑

きくて顔しか登場できない動物もありますが、自

の動物にも、もちろん人間にも、呼吸することと匂いを

問に思ったことを調べるときに便利な本です。夏休み

分の目で実感できる驚きの１冊です。

かぐという基本的な役割は共通しています。

の自由研究に役立ちそうです。

『ピーちゃんからのメッセージ』 おびひろ動物園
１階児童 請求記号（48.9 オ）

BOOK

『北海道・動物園・水族館・昆虫館ガイド』
北海道新聞社 ２階一般 請求記号（480.76 コ）

BOOK

『どうぶつ命名案内』 石田戢（おさむ）；著
社会評論社 ２階一般 請求記号（480.76 イ）

平成２３年に亡くなったヤクシカのピーちゃ

おびひろ動物園が開園してすぐに来てくれたアジア

動物の名前から現代の人と動物の関係性を考察し

ん。人間で言うと１００歳近い大往生でした。み

ゾウの「ナナ」は、いまでは道内唯一のゾウになってし

ています。ペットの名前で多いのは、犬はモモ・ハナ・

んなが好きだったピーちゃんを通して「動物園で

まいました。（推定５２歳）ゾウとフタコブラクダがいるの

サクラの順。猫はミー、チビ、クロ。動物園で飼育され

のルール」をわかりやすくまとめたものです。動

は帯広だけ！飼育員の解説が楽しいスポットガイドも

ている動物の名づけの背景にあるものは・・・。命名さ

物園という施設と人間を考えるきっかけに・・・。

あります。夏期は９：00～16：30 の営業です。

れた瞬間に意味を持つ名前の不思議にせまります。

その 4 の段

帯広市図書館活用編

©紀伊国屋書店新宿本店

雑誌で地域貢献しませんか
スポンサー団体募集中

「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。

雑誌スポンサー制度～２年目に入りました～
帯広市図書館では、図書館の雑誌コーナーを充実させるために雑誌スポンサーを募集しています。

「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。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●

雑誌スポンサーとは、雑誌の購入費用を負担していただき、その雑誌カバーの表面にスポンサー名称、 ① ①七月三日午前五時五分、東京都現代美術館前。
古姓俊彦は息を弾ませながら、ちらりと東の空を見た。 東雲色
裏面と雑誌配架棚にスポンサー広告を掲載させていただく制度です。
雑誌最新号での広告は、多くの人の目に留まることが期待され、しかもその分野に関心のある方に直接 の
②
ＰＲすることができます。（企業・商店・団体を対象にした募集です）

詳細は図書館ホームページ【雑誌スポンサー】に、もしくは３階事務室へ
〇図書館には１日約１６００人の来館があります。
特に１階中央にある新刊雑誌の利用は高く、注目度
は抜群です。（最新号は館内でご覧いただきます）
〇契約雑誌は１９０種類あり、その中より選んだ雑誌の
年間購入代金をご負担いただきます。
〇年間２０００円（最低額）からの地域貢献です。

スポンサー団体と契約雑誌

の空はさっきよりもますます白みを帯びている。もうすぐ陽が昇る。
②ときどき、わたしのなかで千人の小人たちがいっせいに足ぶみを
はじめる。その音が心臓にひびくと、体じゅうの血がぶくぶく泡を
はくみたいに、熱いものがこみあげてきて抑えきれなくて、わたし
はいつもちょっとだけふるえる。

子育てサロンさくらんぼ様（２誌）
ＥＳＳＥ／レタスクラブ

株式会社 桃花舎様（３誌）
家の光／環境ビジネス／相撲

③学校なんて容れ物だから、明日あたしが高校を卒業したからと
いって、けしてあたし自身の本質が変化したりするものじゃないと
思う。

阪口法律事務所様（４誌）
オレンジページ／クオリティ
じゃらん北海道発／婦人公論

株式会社 えいめい様（８誌）
アエラウイズベビー／ｗｉｔｈ／サイタ

④ハナはとっても好奇心の強い子。夏休みになると私の家にやって
きて、古いタンスの引き出しを開けたり、納戸の奥にしまい込ん
だ私のものを引っ張り出していつも訊くの。
「ひいおばあちゃま、これはなぁに？」

すてきな奥さん／たまごクラブ／道新受験情報
母の友／ＭＯＲE

釧路土地家屋調査士会 十勝支部様（４誌）
きょうの料理／サライ／ニュートン
雑誌の最新号カバーにスポンサー名表示

北海道の注文住宅

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『切り裂きジャックの告白』 中山七里 角川書店 913.6 ナカヤ
②『宇宙のみなしご』 森絵都 講談社 Ｙ913 モ
③『卒業するわたしたち』 加藤千恵 小学館 913.6 カトウ
④『蜂蜜秘密』 小路幸也 文藝春秋 913.6 シヨウ

