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★帯広市図書館から、こんなこと
その８４ 語り手育成講習会

この１冊で空気を変える
４・５・６年生への絵本選び

を発信しています。

【語り手育成講習会】
★テーマ別オススメ資料
【記憶を記録】
【男に効く本】
★図書館をもっと身近に暮らしの

①２０１４年２月１２日（水）１０：３０～１２：００
絵本作品紹介

なかに

【ストレス測定会をします。】

講師：岸本和子さん（函館絵本の会･銀のふね）

②２０１４年２月２６日（水）１０：３０～１２：００
小学校での活動報告
講師：啓西小図書ボランティアのみなさん
講師：豊成小図書ボランティア ゾロリクラブのみなさん
場 所：図書館１階・多目的視聴覚室
対 象：小学校で読み聞かせをしている方・したい方
受講料：無料 ＊事前申込先着５０名＊
★両日受講をおすすめしますが、１回だけの受講もできます★
図書館にあるチラシの

申し込み：お問い合せ
帯広市図書館 ２階カウンター
〒080-0012 帯広市西２条南１４丁目３番地

裏に記載してＦＡＸで
も申込ができます。

☎0155-22-4700 ＦＡＸ 0155-22-4702
01
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２月７日～２３日までロシアのソチで冬季オリンピックが
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開催されます。十勝からはスピードスケートに７名の選手
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が選出されました。メダルの可能性もある有力選手もおり、

2

活躍が期待されます。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

土

若い世代の作品を募集し、優秀作品を掲載した「ジュニ
ア文芸」第４号は、２月２３日（日）発刊です。
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□■□■□■ 男に効く本 □■□■□■
中高年に差し掛かり、ぽっこりお腹が目立ってきた・・・。そろそろおじさんかな？･･･と感じてい
るあなた。思いっきり楽しく、かっこ良く、堂々と男の魅力をアップさせましょう。奥様は美魔女目
指してアンチエイジング。それなら旦那様も若々しく、かっこよく、スマートな男になりましょう。

BOOK

図書館内で閲覧ができます。お楽しみに！！
２月のカレンダー

「記憶」を「記録」

『内田さんにきいてみた「正しいオヤジ」になる方法』
内田樹/木村政男；共著 宝島社 １階文学１ 請求記号（914.6 ウチダ）

色のついている日は休館です。

「老い」ではなく「成熟」、オリンピックでわくわくする理由、自立するための塾。個性が
光る二人の徹底オヤジ論議。見た目だけではなく、内面からも若者が憧れるようなかっ

大切な思い出、皆さんはどうしていますか？心の中にずっと留めておくことも素敵ですが、時には「形あるもの」として残してみるのもいいか
もしれません。家族の写真や子どもの成長記録、旅行の思い出。うっかり失くしてがっかりしないように、残しておきたい。大切なモノや記憶を
後になって振り返りたい。そんな想いをお持ちの方におすすめの本をご紹介します。
BOOK

BOOK

『おいしい写真のレシピ』 福岡拓；ほか著
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部屋の広さは家族が雑魚寝できる程度が○、洋服ダンスは×、妻が病気したら飛ん

『思い出をカタチにするヒント』 西村玲子；著
何となく捨てられない布やリボンやボタン。リメイクして違うモノ

者にもわかりやすく写真の撮り方を解説しています。自分でつくっ

にして使ってみるのはどうでしょう？布がコースターに、リボンが

た会心のできの料理、お店で出会った感動の料理。おいし～い

バッグに、ボタンがブレスレットに大変身。ちょっと工夫するだけ

幸せな瞬間を、カメラでパチリ！

で、クローゼットの中も自分の気持ちも、スッキリ＆ほんわか。

で帰る◎等々、単身赴任中の頑張っているあなたと、この先そうなるかもしれないあな
たに、お役立ち裏ワザ満載。ルス宅の妻にもオススメ。男の靴磨きは魅力アップ！！
BOOK

『おやじダイエット部の奇跡』 桐山秀樹；著
マガジンハウス ２階一般 請求記号（498.58 キ）
肥満からスリムな男へと変身していく中年男たちの、心と身体の葛藤を描いた実話。
命のために減量をはじめ、ダイエットに成功し維持しつづけている男たち。仲間の大切

『旅ノート・散歩ノートのつくりかた』 奥野宣之；著

BOOK

ぶらっと近所を散歩、下調べをして遠くへ旅行…家の外での

赤ちゃんの寝ている姿に演出を加えた「ねぞうアート」の写真

体験を、ノートにまとめてみましょう！パンフレットや切符、外出

集。我が子がみている夢を想像しながらいろいろな物語を紡い

先で摘んだ草花を貼ったりと、アイデア次第で自分だけのオリ

でいます。アルバムとして保存しておけば、赤ちゃんが成長した

ジナルノートがつくれます。

時に家族で楽しく盛り上がれそうです。

BOOK

けていませんか？冷えに勝つた
めの本、集めてみました。

BOOK

さ、男の意地と決断、健康のありがたさが伝わる一冊。

『おやすみの魔法』 アデル・エナーセン；著 川庄あかね；訳

双葉社 ２階浮世絵 請求記号（748 エ）

ダイヤモンド社 ２階旅行 請求記号（290.9）

厳しくなりました。寒さや冷えに負

『失敗しない単身赴任マニュアル』 大場夏男；著
ＰＨＰ研究所 １階生活 請求記号（590 オ）

料理の写真を撮ることが好きな人におススメの１冊。カメラ初心

大寒を境に一気に冷え込みが

BOOK

地球丸 １階生活 請求記号（594 ニ）

日本カメラ社 ２階一般 請求記号（743.7 オ）

BOOK

こいいオヤジを目指そうではありませんか。内田先生流の「オヤジの作法」必見です。

『冷え症を治す６４のワザ＋α 』 渡邉賀子；著
保健同人社 ２階体ナビ 請求記号（493.14 ワ）

BOOK

BOOK

『フラノマルシェの奇跡』 西本伸顕；著
学芸出版社 ２階一般 請求記号（518.8 ニ）
きっかけは、娘からのメールだった。観光客が訪れるのは田園風景の郊外と観光施
設。有名観光都市となるも、衰退する富良野のまちなかを守り抜くために走り続けた商店
街の素人オヤジ達の英知と情熱と行動の物語。

『漢方をはじめよう』
成美堂出版 ２階一般 請求記号（498.58 カ）

BOOK

『クールな男は長生きできない』 川嶋朗；著
オレンジページ ２階体ナビ 請求記号（493.14 カ）

体が重い、疲れやすい。常に寒さを感じる。肩こ

まず、８項目の体質チェックで自分の体質を知ること

女性だけじゃない、男性も本人が自覚していないだけ

り・腰痛に悩まされている。特に冬場はつらさが

からはじめます。体質改善のための食べもの（薬膳）、

で「隠れ冷え」な場合が多いのです。体が冷えると、血

ひどくなる。こんなつらい症状を抱えている方は

ツボ、注意点などがわかったら、生活のなかに取り入

液がドロドロになりがち、なんと薄毛や痔まで引き起こ

案外多いのではないでしょうか？冷え症さんのた

れてみましょう。病気ではない「未病」のうちに、自然な

す可能性があります。健康体になるには、クールな男

めの解決、改善のための強力な１冊です。

ものから心身のバランスを整えることができる本です。

よりホットな男がいいようです。

『お風呂の達人』 石川泰弘；著
草思社 ２階一般 請求記号（498.37 イ）

BOOK

『しょうが３６５日』

泉書房 ２階一般 請求記号（498.58 シ）

BOOK

『ヨコモリミナコの図解着やせマジック！』
横森美奈子；著 小学館 ２階一般 請求記号（589.2 ヨ）

入浴剤の老舗、バスクリン社員が長年の入浴

冷え症には「しょうが」が効くというのは、ご存知の方

おしゃれアイテムとして、温度調整のために。ストー

剤研究のなかでわかった「正しいお風呂の入り

も多いと思います。この本では、しょうがパワー活用術

ル・スカーフ・マフラーをファッションに取り入れている

方」を伝授します。シャワーのみではなく、入浴が

としてお料理レシピや作り置き保存食も紹介されてい

方は多いと思います。冬のモコモコしがちなシルエット

どうして良いのか、実験データから検証するため

ます。夏は冷房対策、冬は寒さ対策として、免疫力アッ

をほっそりスッキリさせる黄金バランスがありました。

説得力は抜群！

プにしょうがを取り入れてみましょう。

知っているだけで得をする着やせテクを公開します。

その 1１の段

図書館でスッキリ！

©紀伊国屋書店新宿本店

ストレス測定できます。
からだナビ企画

「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。
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。

最近、なんだかイライラする

こ・ん・な・と・き

自覚してない
けど、どれくら
いストレスが
溜まっている
のか知りたい。

心配ごとで不安
な気持ちになる
ことがある

ストレス測定に参加しませんか？
２０１４年２月１３日（木）１階研修室
１３：００～１６：００

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①「名前を教えてください。」
刻文丁通の花屋を三度目におとずれた夜、店員の彼女に思い
きってそうきいてみた。
②佐津川実沙のことなんてぜんぜん好きじゃなかったけど、あいつ
が転校してったせいでオレの人生はお先まっくらだ。
③「このばかっ！」
わたしが怒鳴ると、妹は不機嫌そうに眉をひそめた。しゃがみもし
ないで、器用に靴を脱いでいる。
④暑い。
暑い、暑い、暑い、暑い、暑い。

どなたでも体験できます。
（申込不要・無料）

暑い、暑い、暑い、暑い。
暑い。

当日、直接会場までお越しください。
機械を使って測定します。所要時間は１分程度です。
測定数値に対して、保健師よりアドバイスを受けることができます。
ストレス軽減のための本もたくさん用意してお待ちしています。
＊ペースメーカー使用の方は体験できません＊

この企画は、帯広市保健福祉部健康推進課との連携事業です。

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『代書屋ミクラ』 松崎有理 光文社 913.6 マツザ
②『かさねちゃんにきてみな』 有沢佳映 講談社 Ｙ913 ア
③『卯月の雪のレター・レター』 相沢沙呼 東京創元社 913.6 アイザ
④『さいとう市立さいとう高校野球部』 あさのあつこ 講談社 Ｙ913 ア

