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平成27年8月1日

平成27年12月23日(水・祝)オープンを予定し
ている新中央図書館の建設について、お知らせし
ます。8月号では、休館と休館後のサービスについ
てお知らせします。

No.257
北見市立中央図書館
TEL

0157-23-2074

FAX

0157-23-9693

現在の中央図書館は、9月1日(火)から閉館します。
ＪＲ北見駅南側に建設中の新中央図書館は、8月31日(月)に完成予定です。
新中央図書館への引越し準備のため、現在の中央図書館は8月30日(日)まで開館し、
9月1日(火)から閉館となります。中央図書館閉館後は、分館・分室・地区館をご利用いただ
くようお願いいたします。利用者の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をよ
ろしくお願いいたします。
なお、現在の中央図書館閉館後のサービスにつきましては下記のとおりとなります。
★貸出、返却、予約は、各分館（東・緑地区）、分室（上ところ・相内・東相内）および
地区館（端野・常呂・留辺蘂）をご利用ください。
★現在の中央図書館のブックポストは10月31日(土)までご利用いただけます。
11月1日(日)からは、新中央図書館（泉町1丁目2－21）のブックポストをご利用ください。
★すでにご予約いただいている資料につきましては、各分館、分室、地区館で受け取ること
ができます。順次、受け取り希望館をお伺いいたしますので、受け取り希望の館がござい
ましたらカウンター職員にお伝えください。
受け取り希望館のお申し出がなかった場合は、東分館を受け取り館に変更させていただき
ますのでご了承ください（東分館は、中央図書館から近く、分館分室の中では一番広く、
新しい分館です）。
★中央図書館所蔵の本は、休館中はご利用いただけませんので、ご了承ください。
★新中央図書館のブックポスト位置図 ↓

ＪＲ北見駅

１階

ブックポスト
ブックポスト
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暑さが続く夏！
もりもり食べて、暑さを乗り切ろう！
毎日暑い日が続いていますが、体を壊してはいませんか？暑いときこそしっかりご飯を食べて、元気をつけて乗り切りま
しょう！今月は、北海道の「食」に関する本を2冊ご紹介します。
メシ

『知っておきたい北海道食のキホン
食べよう、作ろう。道民ごはん』
萬谷利久子／監修 メイツ出版／刊
日本の食料自給率が低いということは、色々なメディアで取り上げられてい
るので知っている方も多いと思います。でも北海道だけを見ると自給率は
100％を超え、まさに食料の一大生産地と言えるでしょう。ではその豊富な
食材からできる料理にはどんなものがあるのでしょうか。この本には北海道の
郷土料理、道内に住む方々の台所から生まれた料理、全道各地の人気食
（ソウルフードまたは、Ｂ級グルメ）などが紹介されています。なじみ深いもの
や、あまり知られていない料理が100種類以上、作り方や由来まで載ってい
メシ

ます。おいしい料理は人を笑顔にします。この本を参考に、道民食 を作って
みませんか。

『北海道体験ファームまるわかりガイド』
片岡れいこ／著 メイツ出版／刊
北海道の広い大地で営まれる牧場はとても規模が大きく、酪農王国と言われる
のもわかります。ならば、牧場での仕事とはいったいどんなもので、何をするので
しょうか。この本ではそれを体験させてくれる施設を紹介しています。牧場の一
日、搾乳・哺乳、食品加工など、牧場によって体験できることはさまざま。この本の
前文に書かれている「見て、知って、触れて、作って、食べて」という一文のとお
り、体験を通して自分たちが普段口にしているものがどのようにしてできるのか、
「人間の知恵」や「工夫・努力」、そして「命」について知ることができると思います。

中央図書館８月の展示

一般書展示「戦後70年をふりかえる」

児童書展示「平和図書コーナー」

戦争が終わり70年。戦後生まれが、 ナップスビル1階ふれあい広場で開催
日本の総人口の8割を超えました。
される「平和祈念展」（7月31日(金)
先の戦争の記憶が薄れつつある中、 ～8月16日(日)）と共催で、戦争の悲
戦争と平和について、今一度考えて 惨さ、平和の尊さを伝える図書を、平
和図書コーナーとして展示します。
みましょう。
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ント情報 8月は、読み聞かせや講演会、図書館まつり
ベ
イ
館
図書

など、イベントが盛りだくさんです！ 遊びにきてね☆
夏休みおえかき教室

平成27年度 児童文学者講演会

「みんなで虫をかいてみよう！」
8月5日(水) 10:30～14:00
留辺蘂図書館 1日2回(約60分) 参加無料

『にゃーごのやさしさ
ティラノのおもいやり』

みんなで虫のイラストをかいてみよう！
絵をかくのが苦手な人でも、簡単にかけるカワイイ
虫のかき方を教えます。
※事前に申し込みが必要です。 TEL 42－4001

～宮西達也絵本ライブ～
8月23日(日) 10:00～12:00
北見芸術文化ホール 大練習室
☆入場料 大人 前売券700円（当日券800円）
中高校生 300円

夏休み工作教室
「どうぶつ玉いれをつくってみよう！」

「おまえうまそうだな」「おとうさ
んはウルトラマン」「に ゃーご」な
ど、数々のヒット作を生み出した
絵本作家 宮西達也さんの講演
会です。宮西さんによる読み聞
かせなど、親子で楽しめる内容で
すので、家族揃ってお越しくださ
い！

8月6日(木) 10:30～14:00
留辺蘂図書館 1日2回(約60分) 参加無料
うさぎ、かえる、パンダなど…どうぶつのかたちの
玉いれをつくって、みんなであそぼう！
ティッシュ箱を使ってつくります。つくるのはちょっと
むずかしいけど、挑戦してみましょう！
※事前に申し込みが必要です。 TEL 42－4001

第17回がいとう紙芝居

第19回

留辺蘂図書館まつり

8月8日(土) 13:30～14:30
銀座通りアーケード下
プログラム：「白旗をかかげて」「さん たくさん」
「命のビザ(6,000人のいのちをすくえ・
杉原千畝物語)」「クイズ」 ほか
毎年開催している、自作紙芝居の会による読み
聞かせイベントです。戦争の悲惨さ、平和の大切さ
を考える機会です。夏休みの思い出に、親子そ
ろって是非見に来てください！

8月23日(日) 10：00～14：00
古本市、ブッカー講習会、バザー、縁日屋台な
ど、楽しいコーナーがたくさんあります。遊びにきて
ね！

☆図書館寄席☆
いり

ふね

てい

せん

じ

入 船 亭 扇 冶 独 演 会
図書館司書の資格を持った落語家による独演会
です。夏の終わりに、心地よい話術をご堪能ください。

留辺蘂カメラクラブ 夏の写真展

■日時 8月22日(土) 14：00開演(開場13：45)
■場所 留辺蘂図書館 視聴覚室
■参加費 1,000円（高校生以下 無料）
お問い合わせ TEL 42－4001

8月9日(日)～22日(土) 10:00～16:00
留辺蘂図書館ロビー ※月曜休館
毎年恒例の留辺蘂カメラクラブ主催「夏の写真展」が
行われます。留辺蘂で活動する写真愛好家の皆さん
の作品が多数展示されます。ぜひご来場ください。
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７月に入った新しい本
館

中央館

相内分室

タイトル
著者
館
タイトル
著者
やさしいハワイ マウイ島の
無悩力
武田 双雲
青木 たまな
本
暮らし上手のおいしい野菜 枻出版社
きらめく甲虫
丸山 宗利
世渡りの道
新渡戸 稲造
あの家に暮らす四人の女
三浦 しをん
そらとぶてっぱん
岡田 よしたか
すし食いねえ
吉橋 通夫
たべもんどう
鈴木 のりたけ
たがわ ひでき、さいとう
交換殺人はいかが？
深木 章子
たのしいクジラのかいかた
まさる
小さな花束の本
小野木 彩香
病気知らずの酢たまねぎ
思わず笑顔になる１０１の
はら ゆうこ
中山 庸子
健康レシピ
魔法のことば
ユキナ育。
木下 優樹菜
１０分で読める宇宙や世界を
塩谷 京子
傘をもたない蟻たちは
加藤 シゲアキ
冒険した人の伝記
教室の日曜日
村上 しいこ、田中 六大
かんたん！かわいい女の子の
niko works
ニンニンジャーかぞく
のぶみ
手芸＆工作BOOK
三人屋
原田 ひ香
トンネルの森1945
角野 栄子
悪女と悪党
稲葉 稔
素顔の空海
池口 豪泉
ヤミーさんの毎日使える
老骨の悠々閑々
半藤 一利
ヤミー
オーブントースターレシピ
遠藤 知二、
おいかけっこの生態学
あんびる やすこ、
岡本 よしろう
もういいよったらもういいよ
香山 美子
おばけもこわがるおばけ
内田 麟太郎、西村 繁男
藤井兄妹の絶体絶命な毎日 小林 深雪、牧村 久実
文系の壁
養老 孟司
１０ 歳 若返 る！姿勢 バ イ ブ
カレーが食べたくなったら 坂田 阿希子
中村 格子
ル
モンローが死んだ日
小池 真理子
奇跡の３日片づけ
石阪 京子
チンチンボンボさん
長谷川 義史、室井 滋
死亡保険金は「命の値段」 杉山 将樹
目の見えない子ねこ、どろっ
沢田 俊子、田中 六大
人間の愚かさについて
曽野 綾子
ぷ
絶叫ライブラリー 友だち
修造本気塾
松岡 修造
ゆみみ、瑞樹 しずか
地獄
もしもあの動物と暮らした
小菅 正夫
ら!?
休館日と開館時間
日付変更線 上・下
辻 仁成
■中央図書館
3年でトヨタを卒業。
藤嶋 京子
休館日：3日・10日・17日・24日・28日・31日
おとなになるってどんなこ
吉本 ばなな
と?
開館時間：火曜～金曜／９時30分～19時
東相内分室

東分館

端野図書館

緑地区分館

常呂図書館

上ところ分室

留辺蘂図書館

土・日・祝／９時30分～17時

ここに掲載している以外にも新刊はたくさんあります。お
近くの図書館やホームページなどでご覧下さい。

■東分館・緑地区分館
休館日：3日・10日・17日・24日・31日

※お近くの図書館で予約や受け取りも可能です。詳しくはカウン
ターへお問い合わせください。

開館時間：火曜／13時～17時
水～日曜／９時30分～17時

読み聞かせ日程

■上ところ分室・相内分室・東相内分室
休館日：3日・10日・17日・24日・31日

＜中央図書館＞

開館時間：火曜～日曜／13時～17時

◆ 2日(日)13時～／ころぽっくる

■端野図書館

◆ 9日(日)13時～／お話の会

休館日：3日・10日・17日・24日・31日

◆16日(日)13時～／ころぽっくる

開館時間：火曜～日曜／10時～17時

◆23日(日)13時～／お話の会

■常呂図書館

＜東分館＞ ◆20日(木)／11時～／シロクマ

休館日：3日・10日・17日・24日・31日

＜留辺蘂図書館＞

開館時間：火～土曜／９時～20時

◆ 1日(土)14時～／あのね

日曜／９時～17時

◆ 8日(土)14時～／あのね

■留辺蘂図書館
休館日：3日・10日・17日・24日・28日・31日

◆15日(土)14時～／あのね

開館時間：火曜～日曜／10時～18時

◆29日(土)14時～／あのね
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