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とかちジュニア文芸

☆

最新号（第９号）発売中

タ
イ
ム
ズ

今月の特集
★帯広市図書館から、こんなことを
その１４６

とかちジュニア文芸

１８歳以下の児童や生徒を対象にした公募の「とかちジュニア文芸 第

発信しています。

【とかちジュニア文芸 発刊】
★テーマ別オススメ資料

【ひとり暮らし】
【かんたん・べんり保存食】
★調べてみよう・レファレンス

【サンシチニンジンについて】

９号」の入選者が決定しました。今回は１９７名より２４０点の作品応募が
ありました。２月２４日に表彰式が行われ、同日、第９号を発刊しました。

ＣＩＴＹ
ＬＩＢＲＡＲＹ
2019.3 vol.147

入選者の作品を収録した文芸誌を、帯広市図書館（３階事務室）
で販売しています。（貸出できるものは１階児童・ＹＡコーナーにあります）
第６号から第９号（最新号）、１冊３００円（税込）です。
★表紙も公募にて寄せられた素敵な作品です★

お問い合わせ 帯広市図書館 電話 0155-22-4700

帯広市図書館
〠080-0012
帯広市西２条南１４丁目３－１
http://www.lib-obihiro.jp

★★★★★かんたん・べんり保存食★★★★

３月のカレンダー

よむ☆トショ

３月３日は帯広駅前に図書館が移転・開館した日です。

おひさまおはなし会 ひなまつりスペシャル

日 月 火 水 木 金 土

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

１３周年記念 いけ花展

３月３日 １１：００～１１：４０ １階多目的視聴覚室
講師：帯広図書館友の会 おひさまのみなさん
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３月２・３日 １階ロビー
日本華道院十勝支部のみなさん

□□■□

ひとり暮らし（ときどきふたり）■□
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昨年の地震による大規模停電の影響で、防災意識が高まりました。缶詰、乾物、
インスタント食品を保存食としてイザというときのために、備蓄している方も多いこ
とでしょう。食品の鮮度を保つために定期的に日常生活で消費しながら備蓄して
いくローリングストック法を上手に取り入れるアイデアをご紹介します。
BOOK

『缶タン！缶ゲキ！ウマ缶レシピ』
ぴあ １階生活 請求記号（596 カ）
スーパーで購入できる「いつもの缶詰」で簡単に作れるアレンジレシピ集です。缶詰は

色のついている日は休館です。

味付け調理済みの食材として利用でき、すこしの手間でおかず、おつまみ、丼ものに大変

年齢を重ねていくと、ひとりで暮らすことに不安や寂しさを感じている方、いらっしゃるのではないでしょうか。そんなとき、知識として少し
■□□■
でも心構えがあると安心できるのではないかと思うのです。これからのひとりの時間を心穏やかに、愉しんで過ごすためのヒントになる
本、集めてみました。
BOOK

BOOK

『もしもごはん』 今泉マユ子；著
清流出版 ２階一般 請求記号（369.3 イ）

『弘兼流「ひとり力」で孤独を楽しむ』 弘兼憲史；著

BOOK

ＰＨＰ研究所 ２階一般 請求記号（159.79 ヒ）
人生後半のかっこいい老い方を紹介した本書。「ひとり力」のた

食べられる簡単飯、風邪や二日酔いにおすすめのレシピ、栄養

整理など、孤独に生きる術を身に着けて、ストレスなく自由で充

災害時に「即」作れて、「即」食べられる食事の作り方、ライフラインが使えない時の調

『ひとり暮らしビジネスマンのための食事と健康大改善』
松村和夏；著 クロスメディア・パブリッシング
２階ビジネス 請求記号（498.5 マ）
仕事が忙しくてなかなか食事に気を遣えない人のために、家で

めの家事力やお金力から、配偶者の死との向き合い方、身辺の

理方法が参考になります。備蓄の保存食を使用したレシピは栄養バランスも考えられて
いて日々の食事に応用できます。災害時に食べ慣れた味だと安心できます。
BOOK

「パンの缶詰」をご存知ですか？中身はふかふかのパンです。この「パンの缶詰」は、阪

も上がる食習慣改善の指南書。

『ひとりになっても、夢中になれることをお持ちなさい』

BOOK

神・淡路大震災で、ある悔しい思いをしたパン屋さんの熱意から生まれました。今では世

『セカンドライフ、はじめてみました』 ｂｏｎｐｏｎ；著

古い布きれを切り貼りして、絵画のような作品を作る“古ぎれコ

大和書房 １階生活 請求記号（590.4 ボ）
最後にふたり暮らしの本を一冊ご紹介します。退職後、夫婦二

ラージュ”。５０歳を過ぎて本格的な制作活動に取り組み、今まで

人の生活になった事をきっかけに、終の棲家を探します。戸建て

経験したこと、考えてきたことを語る作者は、出版当時９９歳。

からマンションに住み替えたことで、シンプルライフに切り替えた

人生の大先輩の言葉がしみます。

ｂｏｎさんとｐｏｎさんのおしゃれのこと、コンパクトな暮らしのこと。

三星静子；著 中経出版 ２階一般 請求記号（726.9 ミ）

『世界を救うパンの缶詰』 菅聖子；文 やましたこうへい；絵
ほるぷ出版 １階児童 請求記号（58.8 ス）

やダイエットの間違った知識など、元気で仕事のパフォーマンス

実した人生を提案しています。
BOOK

身。ワンランクアップのパーティ料理まで手軽においしくいただくことができます。

界中の人々を救っている「パンの缶詰」の制作秘話です。
BOOK

『日本全国「ローカル缶詰」驚きの逸品３６』 黒川勇人；著
講談社 ２階一般 請求記号（588.93 ク）
缶詰博士が紹介するすごい缶詰３６品。ご当地グルメをそのままパッケージした意外性
が話題です。さらに、素材や製法にこだわることで付加価値を高め、お土産や贈答品とし
て喜ばれています。北海道からは３つの缶詰がランクインしています。

筋肉トレーニングやストレッチ
の本をあつめました。体が硬くて

筋
肉
は
裏
切
ら
な
い
〇

も大丈夫、高齢者でも大丈夫、
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BOOK

体が改善されていきます。

BOOK

『体の硬い人によく効く！筋ストレッチ』 岩井隆彰；著
学研パブリッシング ２階一般（781.4 イ）

BOOK

『７０歳からの筋トレ＆ストレッチ』 大渕修一；編著
法研 ２階からだ（493.18 オ）

BOOK

『くまモンと一緒にユルッと４秒筋トレ』 都竹茂
樹；著 中央法規 ２階からだ（493.18 ツ）

筋肉の柔軟性は「加齢」「運動不足」「筋肉の緊

７０歳からでも、筋肉は鍛えることができます。高齢者

筋肉は３０歳から日常生活だけでは減少していきま

張」により失われます。体が硬いと筋肉のポンプ作

に有効なトレーニングだけを集め、すべての動作を写

す。最初は微減のため自覚症状がありませんが、６０代

用が充分に働かず、血液循環が悪くなります。それ

真で紹介しています。難易度や回数、鍛えるべき場所

以降の大幅な衰えがやってきたときに、階段の上り下り

らを解消できる筋ストレッチの方法を写真でわかり

などが、パッと見ただけで理解でき、真似したくなるも

などに支障が出てくるようになります。いくつになっても

やすく紹介しています。

のばかりです。

筋力アップが期待できる筋トレのやりかたです。

『体脂肪を燃やす最強トレーニング』 谷本道哉；著
石井直方；著 高橋書店 ２階一般（780.7 タ）

BOOK

『「筋肉」「骨」「歯」「認知症」の最新対策』
主婦と生活社 ２階からだ（493.18 キ）

BOOK

『筋肉をつくる食事・栄養パーフェクト事典』
ナツメ社 ２階一般（780.19 キ）

筋肉体操の谷本准教授による、理論に基づいた

ＮＨＫきょうの健康で放送した内容をまとめたもので

運動と食事の関係がとてもよく理解できる内容です。ボ

ボディメイクの方法。１日たった５分で筋肉を追い込

す。加齢による、さまざまな症状を軽減するための知

ディビルダーを目指す本格派にも対応できるプロテイン

む裏技テクニックとやせる食事の提案です。限界ま

識とトレーニングを医師が解説。ペットボトルのキャップ

の商品別特徴解説、体脂肪の増加を抑制する栄養素と

でやりきったら、筋肉を回復させるための休息を設

が開けにくい、歩くのが遅くなった、と自覚症状がある

食品について、オールカラーでビジュアル的なので、内

けて週４回のルーティーンで引き締まったカラダに

方にぜひ、読んでほしい１冊です。図解が多く、大きな

容がどんどん入ってきます。

なります。

文字で見やすいです。

その７２の段

レファレンス（reference）

©紀伊国屋書店新宿本店

参考・参照図書・問い合わせ・
図書館では、どのような手順で調べものをすると良いのでしょう？司書が
調査の過程を公開します。みなさんが調べるときの参考になれば・・・。

照会、リファレンスともいう

「続きが気になる本。」ございます。

（『imidas』より）
ついつい、続きを読みたくなるような魅力的な書き出しの小説を紹介
していきます。

質問）サンシチニンジンの栽培方法
＊朝鮮人参みたいなもの？とお客さんもあまりよく知らないのだけれど・・・・とのこと。
調査）農業や家庭菜園の本には、索引等を見てもニンジン（人参）だけで、○○ニンジンという
のは記載はなかった。
漢方薬とか生薬のニンジンのようなので、６類の家庭菜園ではなく、４類の薬学の本。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●

①すぐには信じてもらえないだろうが、しかたない。
熊沢勇一は話をどう切り出すべきか迷っていた。にわか
には信じられない話だ。
②甲陽軍艦は、国を滅ぼす大将に四つの典型があると指摘

回答）キーワード サンシチニンジン／三七人参／生薬／漢方／田七人参
Ｒ４９９．８ワ 『和漢薬の事典』 ｐ２３８
引用）三七人参：サンシチニンジン 根を乾燥したもの。ウコギ科の薬用植物。
植えてから収穫されるまでに３年～７年も掛かることから、この名が付けられた。
「田七人参（でんしちにんじん）」「田三七（でんさんしち）」などともいう。
中国雲南省、広西壮族自治区およびベトナム北部に産する。
成分として、サポニン配糖体を含み、その主成分はギンセノシドである。

する。
第一番、馬鹿な大将。
第二番、利口すぎる大将。
第三番、臆病な大将。
第四番、強すぎる大将。
③最初にしたのは、健康保険証の裏の臓器提供意思表示欄

４９９．８ハ 『生薬単』 ｐ１９５
４９９．８７ヤ 『薬学植物学』 ｐ２０５－２０６
４９９．８７サ 『薬草の科学』 ｐ８６
＊これらの資料には、どんな薬草か？ということはあるが、栽培方法などについての記載
なし。中国雲南省産ということ。日本では健康食品として人気。とのことだけ。

に丸をつけることだった。
④白い入道雲が青空に高く盛りあがり、その下で黄土色の
大地が陽光を弾いてきらきらと輝いている。陳勝は、営
舎から少しはなれた高台の端から、腕組みしてこの光景

インターネットでは、ＬＩＯＮ（ライオン）が、中国雲南省の栽培施設について紹介していて、
海抜８００〜１,０００m の山脚斜傾地で育成し、栽培は容易ではないとのこと。
そのほか、いろんな健康食品の会社でサンシチニンジン／田七人参の商品説明を
しているが、いずれも中国産の表記になっている。
お客さんもどういうニンジンなのかわかったので、それでよし。とのこと。
できたら自分で栽培してみたいと思っていたらしい。

を見下ろしていた。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『永遠についての証明』 岩井圭也 角川書店 913.6 イワイ
②『敗れども負けず』 武内涼 新潮社 913.6 タケウ
③『エンディングドレス』 蛭田亜紗子 ポプラ社 913.6 ヒルタ
④『歌え、汝龍たりし日々を』 岩井三四二 角川春樹事務所 913.6 イワイ

