
 

 

 

 

 

 夏休みの宿題は図書館で解決！！ 
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その８９ 夏休み文章教室 

 

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。 

【夏休み文章教室】 

★テーマ別オススメ資料 

【親子で楽しむ実験×工作】 

【ひとっ飛び中部】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【四館連携事業】 

 

帯広市図書館 

お問い合せ・申し込み 

帯広市図書館 ☎0155-22-4700 

 

主催：おびひろ文化体験事業実行委員会・ジュニア文芸実行委員会 

 共催：帯広市教育委員会・星槎大学帯広サテライト 

 

読書感想文がいますぐ書ける教室
読書感想文教室　７月２６日（土）
対象：小学４年生～６年生／中学生　定員：２０名

講師：加来義行先生と山崎靖恵先生
【宿題：感想文を書きたい本を読んで当日持ってくる】

短歌・俳句がどんどんできる教室
短歌・俳句教室　７月２７日（日）
対象：小学４年生～６年生／中学生　定員：２０名

講師：山陰進先生と吉田真弓先生
【宿題：短歌を一首つくってくる】

小説・童話が書きたくなる教室
小説・童話教室　８月２日（土）
対象：中学生／高校生　定員２０名

講師：鈴木扶先生

①場所：帯広市図書館　１階研修室／３階会議室
②時間：午後１時～３時
③持ち物：筆記具・ノート
④参加費は無料ですが、事前申込が必要です。



                      

 
                                     

 

 

          

 

        

          

                 

             

  

よよむむ  
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆☆  トトシショョ  

BOOK 

子どもの頃、理科の勉強は嫌いだったけれど実験は大好き！空き箱や木の片をみると何か作らずにはいられない…そんな方はいません

か？あのワクワクする気持ちに大人も子どもも関係ないのです。もう少しで夏休みを迎える子どもたちと一緒に〝ワクワク、ドキドキ〟してみ

ませんか？特別な材料を揃えなくても家庭でできるミラクル★マジック。パパ、ママが魔法使いってとこ見せちゃいましょう。 

 

『なごや飲食（おんじき）夜話』 安田文吉；著 

中日新聞社 ２階一般 請求記号（383.81ヤ） 

 子どもたちの〝どうしてかな？〟の問いに〝そうかなるほど〟

のわかりやすい答え。手軽に用意できる身近な材料でできる実

験や工作が満載です。自分で作成した望遠鏡で見る世界は、  

きっと一味違うはずです。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『大人の工作教室』 月野俊介；著 

ラトルズ ２階一般 請求記号（750 ツ） 

動く、光る、鳴る…子ども一人ではちょっと難しそうだけど、そん

な時こそ親子で工作。ゲルマラジオやブラシ式走行ロボットなど、

作っておもしろく飾ってきれいな作品が、写真入りで詳しく解説さ

れています。 

BOOK 

 

『中学生のアイデア工作』  

成美堂出版 １階ヤング 請求記号（Ｙ750ウ） 

  家にあるものを利用しながら必要な材料を揃え作っていく楽し

みは、もうその時点でワクワクするものですね。電池燃料モデル

カーや、化石のレプリカ、食べ終えた後、いつも捨てている鶏の

手羽先の骨からだって、りっぱな骨格標本が作れるのです。意

外なものが変身していく過程を楽しむ想像力が育ちます。 

BOOK 

 

『食べ物実験レシピ』 左巻健男；編著 

文一総合出版 ２階一般 請求記号（407サ） 

「うちの子は実験に興味がなくて…」という方にお薦めの   

１冊。３分間でできるアイスクリーム、大好きなジュースで作る  

キャンデーなど美味しいレシピがいっぱい。そこで生まれる子ど

もたちのなぜ？どうして？はできあがったものを食べながら、  

ゆっくり教えてあげましょう。 

 肌寒い日が続きましたが、気温も高くなり初夏の陽気に

なってきました。２階・３階の読書テラスは、涼しい風が通

り読書も快適です。どうぞ、ご利用ください。 

 ７月～８月は、夏休み企画が盛りだくさん。文章教室や

エコおはなし会、昆虫博士になれる【ものがたりの昆虫】

など、親子で参加できるイベントを用意しています。 

夏休みの宿題に役立てて、楽しく学びましょう。 

７月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

語尾に小さい「ゃ」や、「がや」がよく付く名古屋弁。慣れないと聞き取りにくいかもしれ

ませんが、北海道の方言よりやわらかく感じるはず。この本にさらりと目を通して独特の

イントネーションは、是非現地で「お楽しみしてちょうだゃあ」。 

 
BOOK 

『しゃべってみや～ 名古屋弁』 全国方言研究会；編 

リベラル社 ２階一般 請求記号（818.55シ） 

     親子で楽しむ★実験×工作★ 

 

生まれも育ちも名古屋は熱田の著者が紹介するふるさと名古屋の味。何事も大切に

する名古屋人気質がうかがわれる「ひつまぶし」や、きし麺、ういろう、かき氷などご当地

名物の食文化。知って食すれば各段の「でらうま！」間違いなし。 

 
『お伊勢さん鳥居前おかげ縁起』 千種清美；著 

講談社 ２階一般 請求記号（672.15チ） 

昨年、２０年ぶりの大祭、神宮式年遷宮が古式ゆかしく行われた伊勢神宮。長きにわ

たり参宮客をお迎えしてきた伊勢に暮らす人々の絆と、おもてなしの心、おかげさまの

ご縁が伝わる１冊。巻末にはうれしいおはらい町散歩まっぷ付き。 

BOOK 

BOOK 

 

ＤＶＤ 『プロジェクトＸ挑戦者たち 第９期７ 名古屋城再建 金のシャチホコに託す』 

日本放送出版協会 １階視聴覚 請求記号（Ｄ602プ 9-7）＊ＤＶＤです＊ 

 昭和２０年、名古屋大空襲によってそのほとんどを焼失し石垣だけとなった国宝名古屋

城。市民にとって悲願の再建は、建設費不足、工事技術の問題、鎚金職人探しと困難続

きであった。再建を成し遂げた名古屋人たちの熱き思いが伝わる作品。 

 

 

BOOK 

ひとっ飛び中部 
 ８月限定で、とかち帯広空港から中部国際空港への直行便が運航されます。乗り換えなしで

ひとっ飛び、遊ぶ時間が増えて得した気分になりますね。愛知県を中心とする中部地区は、 

名古屋城や伊勢神宮などの歴史スポットや、「名古屋めし」のご当地グルメがあります。    

この夏、中部地方への旅行を楽しんでみませんか？ 

 

『いまライブで聴けるみんなが好きな落語家』  

朝日新聞出版 ２階一般 請求記号（779.13 イ） 

東京には定席の寄席が３つ、大阪には１つあり、地

方寄席でも、生で落語を聴くチャンスがあります。人気

落語家のプロフィール、活動情報の収集法、ＣＤや著

作の案内など、気になる噺家をもっと知り、追いかける

ためのガイドブックとして最適です。 

『上方落語名鑑』 やまだりよこ；著 

出版文化社 ２階一般 請求記号（779.13ヤ） 

  上方（大阪）落語の入門書。落語家プロフィール、人

柄と持ちネタの紹介が一門ごとにまとめられているの

で、師匠と弟子の関係性もスッキリ。さらに、上方落語

の代表的な噺２００本のあらすじが掲載されています。 

上方落語に親しみが持てる内容です。 

『落語で味わう江戸の食文化』 林秀年；著 

三樹書房 ２階一般 請求記号（779.13ハ） 

 落語家さんの話芸とともに、見逃せないのが蕎麦の

すすり方、お茶の飲み方などの仕草があります。古典

落語に登場する、江戸時代発祥の食べ物文化につい

て図版を多用して紹介しています。江戸庶民の台所事

情が垣間見え、落語を聴くのが楽しくなります。 

 人間国宝、柳家小さん師匠は、永谷園のインスタント

みそ汁のＣＭで長年お茶の間を楽しませてきました。

「時そば」のそばをすする仕草は日本一の名人芸でし

た。食道楽で食通でもありました。その小さん師匠と興

津要さんの自由でおおらかな対談集です。 

BOOK 

 

『芸談・食談・粋談』 柳家小さん/興津要；共著 

中央公論新社 ２階一般 請求記号（Ｂ779.13ヤ） 
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 ８月９日（日）は、夕涼み生涯学習

と題しまして、立川談志師匠の落語

を上映します。演目は「芝浜」人情話

でたっぷり涙を流してください。 

今回はその予習も兼ねて落語指南

の本を集めてみました。 

BOOK 

 

BOOK 

 

『立川談志』   

河出書房新社 ２階一般 （779.13 タ）  

 没後、なお語り継がれることの多い、立川談志

師匠。雑誌等に掲載された、落語論や豪華な対

談をまとめた１冊。立川流２枚看板、志の輔さん・

談春さん対談や最後の弟子、帯広出身の立川談

吉さんのエッセイも掲載されています。 

『談志の十八番』 広瀬和生；著  

光文社 ２階一般 請求記号（779.13 ヒ） 

 

 

談志師匠こだわりの演目について、どのような

落語観のもとに構築され演じられてきたのかを

紐解きます。「粗忽長屋」「黄金餅」「らくだ」「紺屋

高尾」「文七元結」などの大ネタが並びます。 

さて、上映予定の「芝浜」の聴きどころとは？ 

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 31     

 

  

『親子で遊べる実験と工作 ふしぎを実験！』  

ニュートンプレス ２階一般 請求記号（407オ） 



 

        

                                                          

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

４館連携事業 

～来て・見て・学ぶ/たのしい時間～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● 

①「それは呪いよ」 

少女の唇の端が、わずかに引き上げられた。 

男は少女の意図をはかりかね、裏返した封筒を訝しげに見つめ

ていた。 

 

②この際はっきり言っておくけど吹部は体育会だ。 

けっして文化系じゃない。 

このことはあんまり知られていないようだ。 

 

③ある日帰ると、家が燃え落ちていた。 

そろそろ一日の仕事が終わる夕刻前のことだ。厨房で彼女が額

の汗を拭っていると、一人の男が駆け寄ってきた。近所に住む東

宮の牛の世話をしている男だ。 

 

④燃えさかる本能寺本堂における、織田信長断末魔のモノローグ

（現代語訳） 

熱いな。だいぶ熱くなってきた。それにしても、まさかこんな形で

死を迎えるとは。だって昨日の夜まではごく普通の一日だったん

だ。茶会をやって、その後、息子と飲んで。結構酔った。 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『片桐酒店の副業』 徳永圭 新潮社 913.6 トクナ 

②『吹部』 赤澤竜也 飛鳥新社 Ｙ913ア 

③『まほろばの王たち』 仁木英之 講談社 913.6ニキ 

④『清須会議』 三谷幸喜 幻冬舎 913.6 ミタニ 

その 16の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

４館連携事業 

おびひろからわかる・地球のようす 

夕涼み生涯学習 

４館連携事業とは？ 

図書館・百年記念館・児童会館・動物園がそれぞれの 

特色を活かしながら仲良く事業を展開していくことです。 

◆どのイベントも参加無料、当日会場まで 

起こしください。 

 開始３０分前に開場します。 

 

スペシャルおはなし会
７月２７日（日）１１：００～１１：４０

場所◆図書館１階多目的視聴覚室
★環境やエコについての紙芝居や絵本などの

楽しいおはなしがいっぱい♪

立川談志上映会
８月９日（土）１８：００～１９：１０

場所◆図書館１階多目的視聴覚室
★当館所蔵ビデオ【古典落語特選第三集】より、「芝浜」を
上映します。談志こだわりの演目「芝浜」をたっぷり

こども向けプチ講演会「ものがたりの昆虫」
８月２日（土）１３：３０～１４：２０

場所◆図書館１階多目的視聴覚室
★いろんな絵本に登場する昆虫のお話をします。

不思議でびっくりすることばかりだよ！

映画「皇帝ペンギン」上映会
８月２日（土）１５：００～１６：４５

場所：図書館１階多目的視聴覚室
★極寒の南極で生きる皇帝ペンギンたちを追った
ドキュメンタリー。親子の絆に感動します。


