今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その９１ この本大好き！！の写真大募集

この本大好き！！の写真大募集
あなたの大好きな１冊を、教えてください。

を発信しています。

【この本大好きの写真募集】
★テーマ別オススメ資料
【食で健康力アップ】
【あの人の、ごはん】
★図書館をもっと身近に暮らしの

大好きな児童書（絵本・読み物など）と
一緒に写っている写真を募集します。

なかに

【中国歴史紀行講演会】

大人の方の応募も大歓迎！！
★子ども・大人が児童書と一緒に写っている写真を募集します。
☆カラー・白黒は問いません。
★サイズはＬ判とします。（応募写真の返却はしません）
☆郵送・または持ち込み（１階カウンター）にて受付ます。
★応募いただいた写真は、毎月数点ずつ１階こどもの本の森で紹介します。
また、広報誌・ＨＰ・ポスターなど、図書館活動に活用させていただく場合があります。

☆応募票（図書館内・ＨＰで配布）をつけて応募してください。

募集締切 平成２６年９月２０日（土）
問い合わせ・応募あて先
〒０８０－００１２ 帯広市西２条南１４丁目 帯広市図書館
「この本大好き！応募写真」宛 ℡０１５５－２２－４７００
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帯広市図書館

心地よい風が秋を感じさせますね。収穫の秋、十勝の農

よむ☆トショ
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

日 月 火

産物のおいしい季節になりました。新鮮な旬のものを食べて
食欲の秋を楽しんでください。
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今月はじっくり聞くイベントが３本あります。申込不要です。
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９月 ６日（土） 13：30～ 朗読のひととき
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９月１４日（日） 16：00～ 中国歴史紀行

28 29 30

９月２７日（土） 14：00～ 語り手ネットワークおはなし会

「食欲の秋」の到来です！歴史上の人物、俳優、作家、スポーツ選手、画家などなど、あの人
はこれを食べていた！という、目から鱗な、「食べもの」に関する本を集めてみました。
ビビッと胃袋を刺激するメニューがあれば、是非ご自宅で再現してみてくださいね。

BOOK

主婦の友社 ２階一般 請求記号（498.58 サ）

９月のカレンダー

“食”で健康力アップ！

『西太后のアンチエイジングレシピ』 阪口珠未；著
平均寿命が約４５歳だった時代に７４歳まで生きた西太后。きらびやかな王朝生活の

色のついている日は休館です。

なか、シミ、シワ、白髪なしで栄華を誇った女帝。その美と健康の秘密は、食事にあっ
た？！清朝秘伝の食カルテを再現した、宮廷美容レシピ本です。

夏の疲れ、残っていませんか？よく眠れていますか？元気の源は“食”にあり！おいしく食べて、心や体の不調を吹き飛ばせ！食の力で、
健康力アップをサポートする本をご紹介します。毎日の食事、食材のパワーを知り、少しの工夫と手間で食べ物を健康の味方にしましょう。
おいしい食材の宝庫、十勝の秋の恵みで健康になれます。
BOOK

毎日の食事が、大切な家族の健康をケアしてくれるカギ！さま

ふだん元気な人でも、時には何だか調子がすぐれない、食欲

ざまな症状別に、それらを予防、改善してくれる食材や、その食

があまりないと感じた経験をお持ちなのでは？そんなときの体の

材を使ったおいしいレシピを掲載。ケロミさん一家が登場し、その

状態に合わせたおすすめのメニューをご提案。体調を整えるため

日常生活を通した楽しいマンガをはさんで紹介しています。

の食べものの効果を、ぜひお試しいただきたいと思います。

本の泉社 ２階一般 請求記号（498.58 ハ）

本書は、中高年の健康力を維持向上させる、食に関する基本を

である著者が、わかりやすく解説。知っているようで知らなかった

わかりやすく説くとともに、毎日の食事づくりで活用できるおす

野菜の力をあらためて教えてくれます。本文は、各野菜を描いた

すめレシピを豊富な写真を使って多数ご紹介しています。

絵手紙とともに、読み物としても楽しめる一冊です。

紹介していただく「この本大好き！！
の写真」を募集しています。
応募写真をより素敵に撮影するため
の本、ご用意しました。

BOOK

BOOK

『秘伝！相撲部屋ちゃんこレシピ』 どす恋花子；著
文藝春秋 １階生活 請求記号（596.21 ド）
力士の食事といえば、すぐに連想するのは「ちゃんこ鍋」ですよね。相撲部屋直伝の

季節にぴったり！

昔から言い伝えられてきた野菜の効能や栄養成分を、薬剤師

BOOK

れるものばかりです。

『野菜の力』 橋本紀代子；著

いつまでも、健康で元気に暮らしたいとはだれもが願うこと。

図書館では、好きな児童書を写真で

日記を元につくった料理は、シンプルでありながら心と胃袋に贅沢な気持ちを与えてく

レシピをご紹介します。ヘルシーで簡単につくれる本格派ちゃんこ、寒くなるこれからの
BOOK

『つるかめ食堂』
ベターホーム出版局 ２階一般 請求記号（498.58 ツ）
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女優で随筆家の沢村貞子が２７年間綴った献立日記とは？フードコーディネーターが

『ちょっと具合のよくないときのごはん』 岩崎啓子；著
日東書院 ２階一般 請求記号（498.58 イ）

リベラル社 ２階一般 請求記号（498.58 オ）

BOOK

『沢村貞子の献立日記』 髙橋みどり；ほか共著
新潮社 １階生活 請求記号（596 サ）

BOOK

『おいしく食べて体に効く！ クスリごはん』

BOOK

『子ども写真の撮り方手帖』 川野恭子：著
毎日コミュニケーションズ ２階一般 （743.4 カ）

BOOK

BOOK

『画家の食卓』 林綾野；著
講談社 ２階一般 請求記号（720.28 ハ）
国内外の有名な画家たちのお気に入り料理を再現した本です。レシピの他、画家の創作
現場なども収録。モネ、広重など画家たちが愛した料理を、その時代に思いを馳せながら
つくってみませんか？

『孫を１００倍かわいく撮る』
祥伝社 ２階一般 請求記号（746 マ）

BOOK

『雰囲気写真の撮り方』 木村文平；著 エムディエヌ
コーポレーション ２階一般 請求記号（746 キ）

デジタル一眼を買ったけれど、イマイチ写真し

「孫が生まれた～。」じいじやばあばにとっては、うれ

ブログにアップされている素敵な写真。ナチュラルで

か撮れない～。とお嘆きの方にオススメ。カメラの

しい時間のはじまりです。かわいい孫をかわいく残した

憧れてしまいます。プロでなくとも雰囲気のいい、セン

撮影モード説明を写真で丁寧に解説しています。

い。その気持ちを満足させてくれる１冊です。カメラのセ

ス溢れる写真を撮れる、構図と距離の秘密を解き明か

おどろくぐらいに劇的に変化する秘密のテクニッ

ッティング手順を細かに大きな写真と文字で解説。シニ

しています。ついつい誰かに見せたくなるような納得の

クで我が家の姫・王子がキラキラします。

アでもラクラクな撮影テクニック満載です。

１枚に挑戦できます。

『思い出に残る子どもの写真を撮る方法』
草思社 ２階一般 請求記号（743.4 タ）

BOOK

『デジカメ上手になる』 伊奈卓哉；著
かんき出版 ２階一般 請求記号（746 イ）

BOOK

『スクラップブッキングアラカルト』
ブティック社 ２階一般 請求記号（744.9 ス）

カメラを意識しない瞬間にこそ、最高の１枚が

一眼レフの良さは知っていても、持ち歩きにはコンパ

カメラテクニックがアップしたら、今度は、写真を上手

撮れると豪語する著者。子どものプロ、花まる学

クトデジタルカメラのほうが手軽でいいな、という方のた

に残しましょう。アルバムを自作する、スクラップブッキ

習会の高濱正伸先生が伝授する、煌めきの一瞬

めのデジカメレッスン。デジカメでもカメラの機能を理解

ング。初心者でも大丈夫、プロが手順とデザイン見本を

を切り取る方法。さすが、どの子も素晴らしくか

すると、最大限の写真が撮影できます。ちょっとしたモ

４４０点も紹介しています。贈り物にもなる素敵な１冊を

わいく、りりしく紹介されています。

ードの変更で写真の出来栄えがここまで変わります。

手作りしてみませんか？

その 18 の段

大人気講座！

©紀伊国屋書店新宿本店

中国歴史紀行
今年は洛陽をご案内

中国歴史紀行
神の都・洛陽と歴代皇帝陵墓群を訪ねる
★東北大学大学院国際文化研究科准教授 勝山稔氏（幕別町出身）による、大人気講座。
今年は、漢魏・唐代の洛陽の都市構造と都市計画について講演するほか、河南省各地に
点在する杜甫等の陵墓、美術史的に貴重な龍門石窟についても、わかりやすく面白く解説
します。平成２１年度より毎年開催している市民講演会です。

講

師；勝山稔氏（東北大学大学院）

「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あたしがそれを手に入れたのは、ほとんど奇跡みたいなものでし
た。
「これを山の手のお屋敷に届けておいで」
②音量を絞ったテレビからいつもの陽気な音楽が聞こえた。液晶
の中では、すっかり見慣れたウサギのキャラクターが動き回って
いる。
『二月生まれのアナタ！今日のラッキーアイテムは白シャツでー
す』

期

日；平成２６年９月１４日（日）
③「ね、ホントひどい鬼嫁だろ。センセ、ちゃんと聞いてんの？」

１６：００～１７：３０（開場１５：３０）

江川寝装具店のおばちゃんが身を乗りだしてきたので、おれはあ
わててうなずいてみせた。

場

所；図書館１階

多目的視聴覚室
④歴史書に曰く。

その他；参加無料/申込不要/当日会場にお越しください。

享保十一年（一七二八）三月十四日。
八代将軍徳川吉宗は、清国の商人呉子明に雌雄の象の入手を
命じ、貿易許可証である信牌を与えた。

高校生から大人まで楽しめる内容です。
当日は駐車場の混雑が予想されます。

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇

恐れ入りますが公共交通機関のご利用を

①『黄金の烏』 阿部智里 文藝春秋 913.6 アベ

お願いいたします。

②『その名もエスペランサ』 徳永圭 新潮社 913.6 トクナ
③『名言探偵』 北國浩二 ＰＨＰ研究所 913.6 キタク
④『将軍の象 採薬使佐平次』 平谷美樹 角川書店 913.6 ヒラヤ 2

