今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その 100 みんなの食育アカデミー

食事があなたの未来をつくる
食事バランスで健康・元気！！

みんなの食育アカデミー
生活習慣病やメタボ予防のため、健やかな食生活を意識しませんか？
栄養士の先生による食事バランスの大切さについての講座を開催します。
北海道の産物である大豆の効用などについても紹介します。
昨年秋に開催した講座が好評につき、ほぼ同じ内容となっています！

日時：平成２７年６月１９日（金）
１３：３０～１４：４５
場所：帯広市図書館１階多目的視聴覚室
定員：５０名（事前申し込み必要）

を発信しています。

【みんなの食育アカデミー】
★テーマ別オススメ資料
【犬といっしょに！】
【猫にくびったけ！】
★図書館をもっと身近に暮らしの
なかに

【立川談吉氏朗読会】
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申込：図書館にて電話受付
主催：公益社団法人北海道栄養士会
お問合わせ／申し込み

共催：帯広市図書館

電話 0155-22-4700

帯広市図書館

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!

○●◎○●猫にくびったけ○●◎○●◎

毎年６月は食育月間です。図書館でも、食育を推進す
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るための資料展示や映画会、講座を開催します。
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子どもから年配の方までみなさんが健全な食生活を実践
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を 飼っていなくても、その愛らしい姿にきゅんとしちゃう人も少なくないので

することができるよう知識面でお手伝いします。
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は？猫にメロメロなエッセイ、写真集など、猫好きのハートをぎゅっと鷲掴み

６月１９日 13：30 みんなの食育アカデミー

22 23 24 25 26 27 28

にしてくれる本を紹介します。

６月２０日 14：00 おなかがすいちゃうおはなし会

29 30 31

６月２７日 14：00 映画「ブタがいた教室」

自由奔放、気まぐれだけど、そんな所もまたかわいくてしかたがない猫。猫

BOOK

ＫＡＤＯＫＡＷＡ １階文学１ 請求記号（914.6 カクタ）

６月のカレンダー

△▽△犬といっしょに！△▽△

角田光代さんが西原理恵子さん宅で生まれた猫を譲り受けます。「猫ってこんな生き

色のついている日は休館です。

ものだったの？！」。初めて飼う猫への、驚きと愛情に満ちた生活を丁寧に書き綴った
エッセイです。ページの合間に時折現れる愛猫・トトの写真におもわず頬がゆるみます。

「犬は人につき、猫は家につく」や「犬ほど人間を愛してくれる動物はいない」と犬の性格を表すのにこんな言葉が使われています。飼い犬
がペットという存在を超えて、大切な家族の一員となっているご家庭も多いことでしょう。犬との暮らしをより充実し、楽しくするために役立つ資
料を集めました。
BOOK

『瞳の犬』 新堂冬樹；著

『北里大学獣医学部 犬部』

BOOK

『猫まみれ』 招き猫亭；文・監修

介助犬訓練士の達郎は、血だらけで捨てられていた犬を拾い

北里大学獣医学部のサークル「犬部」の活動は人間の身勝手

テレサと名付ける。テレサの瞳に人間を癒す力を感じた達郎は、

な都合で捨てられた犬や猫を保護し自宅に連れ帰り世話する。そ

介護犬として訓練することを決意。なかなか心を開かないテレサ

して新しい飼い主を捜す。人手も資金も限られたなかで一匹でも

を根気よく見守る達郎、彼もまた心に深い傷をもっていた。さまざ

多くの動物を救おうとする学生たちの頑張りに心を打たれます。

い姿の猫だらけの１冊です。カラー写真で絵画を紹介、後半の「作家・作品解説」を読め
ば、その絵を描いた画家や、作品に登場する猫たちのいきさつがわかります。
BOOK

北海道新聞社 ２階一般 請求記号（645.6 サ）

『プチパリにゃん』 酒巻洋子；著・撮影
産業編集センター ２階一般 請求記号（645.7 サ）
パリで暮らす生後１０カ月までのプチな子猫たちの姿を集めた写真集。お洒落なイン
テリアに溶け込む子猫のかわいらしさは格別です。ついつい、話しかけてしまいそうにな

笑いあり涙あり個性あふれる学生と動物たちの感動の実話です。
BOOK

『夏彦ファミリー』 坂下康裕

日本から海外まで、古今東西猫の姿が描かれた絵画を集めに集めて７００匹。愛らし

片野ゆか；著

ポプラ社 １階ヤング 請求記号（Ｙ645 カ）

まな苦難を乗り越える姿に感動、涙で文字がにじみます。
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求龍堂 ２階一般 請求記号（708.7 マ）

ＫＡＤＯＫＡＷＡ １階文学１ 請求記号（913.6 シンド）

BOOK

『今日も一日きみを見てた』 角田光代；著

るくらいに、どの子もかわいくて、魅力的な写真ばかりです。

『ありがとう、ゴン』 百瀬しのぶ；著 鈴木美津子；原案
ＰＨＰ研究所 １階文学１ 請求記号（913.6 モモセ）

BOOK

『へぐりさん家は猫の家』 廣瀬慶二；著
幻冬舎 ２階一般 請求記号（527 ヒ）

フレンチブルドックの夏彦とアンジー・秋彦・ポーラ・ナタリー・

実話をもとにした物語。こころ優しい夫婦に拾われ愛されて育

イブ６匹のワンちゃんたちの写真集。雄大な北海道の自然を背

ったゴンに、片目を失うという悲劇が襲います。夫婦は傷ついた

１５匹の猫、５匹の犬、３人の人間、大家族が幸せに暮らせる家のオーダーが建築家で

景にのびのびと遊ぶ夏彦ファミリー、犬たちの息づかいが聞こ

ゴンを手厚い看護で救いますが・・・・ゴンと飼い主夫婦の揺るが

ある著者に舞い込みます。飼い猫１５匹を想って建てた家を紹介。キャットウォーク、キャ

えてくるようです。ぶさかわいい表情に癒されます。

ない絆に感動します。色々なメッセージが詰まった一冊です。

ットツリー、爪とぎ柱など猫大喜びの設計で、ただただ「すごい！」のひと言。

命の源である食事を大事にし、

BOOK

「食」に関心を持ち、健全な「身
体」と豊かな「心」を育み、食の魅
力があふれる元気な「地域」を目
指しましょう。

BOOK

『子供が変わる！奇跡の料理教室』 村田歩＋
村田ナホ；共著 東邦出版 ２階一般（498.5 ム）

BOOK

『捨てずにおいしく食べるための食材食べ切り 見切り
時手帖』 池田書店 ２階一般 請求記号（498.5 ス）

BOOK

『「ごちそうさま」もらったのは命のバトン』 竹下和男；著
自然食通信社 ２階一般 請求記号（374.97 タ）

帯広で小学生対象のお料理教室を主宰して、多

気をつけているものの、食べ切れない食材が出て、

献立から買い出し、調理まですべて中学生自身がつ

くの子どもたちの生きる力を育んできた村田ご夫

無駄にしてしまった経験は誰しもあるはずです。この本

くる親は手出ししない「弁当の日」を提唱し、教育現場

妻。料理を作るだけでなく、素材の背景をしっかり

では、食材を捨てない工夫の数々。消費期限や賞味期

に広めた手記です。炊事能力向上もさることながら、一

説明し、食に関心を持つことに心を砕いてきた１５

限ではなく、この状態は見切り時という食材を見る目を

日の弁当が家族や学校、そして子ども自身にもたらす

年間の歩みを柔らかな語り口で綴っています。

養う情報も満載です。もったいない生活スタートです。

大きな変化に驚きの実践記録です。

『お母さんのための「食の安全」教室』
松永和紀；著 女子栄養大学出版部

BOOK

『「食べる力」が日本を変える』
技術評論社 ２階一般 請求記号（498.5 タ）

BOOK

『朝食 朝メシ 朝ごはん』
学研パブリッシング ２階一般 請求記号（674 ウ）

便利になっていく加工食品、注目される社員食堂の

早寝早起き朝ごはん運動が始まったのが、平成１８

食品に関する情報が溢れている現代、さまざまな

ランチ、食と健康を天秤にかけて派手に宣伝される商

年のこと、最近では朝に仕事や趣味の活動をする朝活

意見にふりまわされて「なんとなくイヤ、ダメ」と食材

品。毎日の生活に欠かせない食品だからこそ、もっと

もライフスタイルとして定着してきました。この本では、

選びの幅を狭めていませんか？消費者にも一定の

関心を持つべきとの気持ちから、食に関係する研究者

さまざまな立場人たちの普通の朝ごはんを紹介してい

知識と判断力が求められる今、読みたい１冊です。

が最新の食事情をわかりやすく解説しています。

ます。パワーの源、朝ごはん生活はじめませんか？

２階一般 請求記号（498.54 マ）

その 27 の段

言葉の豊かさと

©紀伊国屋書店新宿本店

表現力の深さを堪能
宮沢賢治の世界

「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。

立川談吉氏★萌えの会★共演

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。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①八百屋の角を曲がれば広い道。進んで行けば右に自転車屋。

金曜夜の朗読会～宮沢賢治の世界～
平成２７年６月１９日（金）

ここで飼われている柴犬の小次郎は弱いくせにいつも偉そうにし
ている。顔を合わせればすごすご引き下がるくせに。
①
② ②目が覚めたら、ヒーローだった。
いや、世間一般の人々にとってはそこまで大げさなものではない

１８：３０～２０：００（開場１８：１０）

１階 多目的視聴覚室

入場無料・申込不要

のかもしれない。しかし、地味にひっそり目立たずに、をモットー
に生きてきた鳥羽裕太には違った。
③
③【ガロキン図書館司書 手記より】

落語家 立川談吉さん

文芸サークル「萌えの会」

イェンという名の少女は、あるものを拾ったことにより、数奇な運

帯広市出身 「立川談志最
後の弟子」、一門でただ１人、
師匠の最期を看取る。二つ目
に昇進。帯広ではふるさと落語
会として昨年から独演会開催。

エッセイや小説の創作活動
と会員の文芸作品朗読を中心
に活動するサークル。
出演 主宰 東館千鶴子さん
会員 高橋まり子さん

命を辿った。後世の著述家たちは、英雄イェンの波乱に満ちた
人生について様々な書物を記した為、イェンの足跡については
種々の見解が残っている。
④齢四十五ともなると時折、若い頃嫌な目に遭わされて恨みを抱
いている知り合いが死んだという報が届く。そうなってわかったの
は、長年恨んでいた相手の死を知っても嬉しくもなければ・・・

朗読作品

宮沢賢治「オツベルと象」
「どんぐりと山猫」
「よだかの星」ほか

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『ブックのいた街』 関口尚 祥伝社 913.6 セキグ
②『なぜ猫は旅をするのか』 永嶋恵美 双葉社 913.6 ナガシ
③『忘れ村のイェンと深海の犬』 冴崎伸 新潮社 913.6 サエザ
④『奇貨』 松浦理英子 新潮社 913.6 マツウ

