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その１３７ 市民文藝 

 

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。 

【市民文藝作品募集】 

★テーマ別オススメ資料 

【世界の食文化】 

【研究者の探求心】 

★調べてみよう・レファレンス 

【「馬耕記」の由来は？】 

 

 

帯広市図書館 

あなたの作品が掲載されるチャンス 

 第５８回 市民文藝・作品募集 

半世紀以上の歴史ある「市民文藝」、今年も作品応募が始まりました。 

帯広市、および十勝管内にお住まいの方、かつて住んでおられた方であれば、   

どなたでも応募できます。（年齢制限はありません） 

小説・戯曲・文芸評論・随筆・ノンフィクション・童話・詩・短歌・俳句      

川柳の全１０ジャンルがあります。 

応募作品は規定の枚数・行数・首数・句数及び字数を超えないよう注意してく

ださい。（タイトル除く）１作品につき１部原本、３部コピー、計４部を提出し

てください。なお、応募原稿は返却しません。 

募集要項（応募票付き）は図書館内に設置しています。 

そのほか、図書館ホームページに掲載しています。（http://www.lib-obihiro.jp） 

作品応募の際には応募票の添付が必要です。 
 

 
募集期間 ５月２日（水）～８月３１日（金）必着 

応募作品の提出先・お問い合わせ先 

帯広市図書館「市民文藝」事務局 

〒080-0012 帯広市西２条南１４丁目３番地１ 

電話：0155-22-4700 FAX：0155-22-4701 

https://www.irasutoya.com/2017/02/blog-post_857.html
https://1.bp.blogspot.com/-t7cwCNaIyDE/U7O8LU2SycI/AAAAAAAAibI/tIrWCs5vzNo/s800/pen_mannenhitsu.png
https://1.bp.blogspot.com/-t7cwCNaIyDE/U7O8LU2SycI/AAAAAAAAibI/tIrWCs5vzNo/s800/pen_mannenhitsu.png


         

 

 

          

 

        

            

                 

             

   

『昆虫こわい カラー版』 丸山宗利；著 

幻冬舎 ２階一般 請求記号（486.04マ） 

 SNS で繋がった世界中の家に行き、見知らぬ人に食事をごちそ

うになった著者。４５０日かけて世界一周ごはんの旅をします。と

びきりのご馳走をふるまってくれた家、飾らない家庭料理でフラン

クに接してくれた家。どの写真の食卓もおいしそうです。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『幻の黒船カレーを追え』 水野仁輔；著 

小学館 ２階一般 請求記号（383.8 ミ） 

カレー好きが高じてカレー研究家として活動している著者が、日

本カレーのルーツを探しにイギリス、インド、ドイツ、アイルランドを

調査した記録。曖昧な情報に振り回されながらも、右往左往しな

がら地道に探索と推察を繰りかえします。そして、結果は・・・。 

BOOK 

 ６月は農林水産省が推進する「食育月間」です。今月は図書館内、さまざまな場所で「食」に関係する本の展示・貸出を展開しています。 

２階の展示コーナーでは、世界の食文化にスポットをあてます。毎日、欠かすことのできない食事。日本に和食やお米があるように、海外に

も受け継がれてきた、生活に根差した食文化があります。世界の朝ごはんをはじめ世界の食文化についての本、集めました。 

 

BOOK 

６月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

 火山、ジャングル、無人島、そんなところにまで出張してお仕事するの？と驚いてしまう

鳥類学者の研究報告エッセイ。在来種を探すために人の手が入らない場所を求めて奥

地や最果ての地に向かう過酷な道中記。想定通りにいかないことばかり・・・。 

BOOK 

 

『歴メシ 世界の歴史調理をおいしく食べる』 遠藤雅司；著 

柏書房 ２階一般 請求記号（383.8エ） 

『健康診断「本当の基準値 完全版ハンドブック」  

大櫛陽一；著 宝島社 ２階カラダ （492.1オ） 

 

『鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。』 川上和人；著 

新潮社 ２階一般 請求記号（488.04 カ） 

歴史上の人物が残した資料や文献をもとに、料理を再現した画

期的なレシピ本。ソクラテス、カエサル、ダ・ヴィンチ、マリーアント

ワネットなどの食事４０品が再現されています。現在、入手できる

食材、好みの味にアレンジされていますので、自分で作ってもお

いしくいただけます。 

 

健康診断では、血圧、血液などの数値が結果として

本人に知らされます。数値が基準値から外れている場

合は、医療機関で精密検査を受けたり、医師の指導を

仰ぐことになります。この本では、年齢別・男女別の基

準値を細かく示しています。健康診断結果をより効果

的に使うために役立てることができます。 

 新種を求めて海外調査へ赴く昆虫学者。アマゾンの密林、広大なサバンナ、探すは数

ミリメートルの昆虫。危険な目にも遭い、この本のなかだけでも何度か死にそうになって

います。タイトルは落語の「まんじゅうこわい」をもじっており、相当な愛情を感じます。 

    ■□■ いただきます！世界の食文化 ■

□■□□ 

 

 
 

 

 仕事や作業を進めるときに必要な時間の計り方、効

果的な行動を紹介しています。残業なしで定時に退勤

できる人は、どんな思考で物事を組み立てていくのか

を知ることができます。「働き方改革」で長時間労働が

見直されている時代、限られた勤務時間を有効に使う

方法を理解して自分の時間を取り戻しましょう。 

『なんでそうなの 札幌のカラス』 中村眞樹子；著  

北海道新聞社 ２階一般 請求記号（488.99ナ） 

BOOK 

 

『知っとこ！世界の朝ごはん』 知っとこ！制作スタッフ；著 

宝島社 ２階一般 請求記号（383.8シ） 

世界の朝ごはんレシピが満載。アメリカのクラブサンドイッチと

いった有名なものから、ニューカレドニアのお米のサラダまで、実

に多くの料理が紹介されています。そして、どの朝ごはんも野菜

と果物がふんだんに使われていてバランスが良く、色もカラフル

で元気なパワーを感じます。 

よむ 

『今より１時間早く仕事が終わる習慣』 沢渡あまね；著 

PHP研究所 ２階ビジネス （336.2サ） 

 

 

札幌のカラスを観察・研究して１８年、経験をもとにわかったカラスの生態などが、イラ

ストと写真で紹介されています。カラスは視力が良いそうで、なんと５．０～１０．０もあるそ

うです。ゴミステーションのカラス対策はゴミ袋の中身を見えなくすることが肝心です。 

 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆ 

BOOK 

 

トショ 

BOOK 

 

『辺境生物はすごい！』 長沼毅；著 

幻冬舎 ２Ｆ一般 請求記号（460.4ナ） 

BOOK 

 

BOOK 

『図説 伊能忠敬の地図をよむ』 渡辺一郎・鈴木順

子；共著 河出書房新社 ２階一般（448.9ワ） 

 

 

 蔵書点検が終わりました。資料の整理、修理、書棚の点

検をすることができました。ご協力ありがとうございました。 

 ２階・３階にある、読書テラスを１１：００～１７：００の時間

に開放しています。晴天の日は、気持ちのよい風が吹いて

きて涼しく快適に読書をお楽しみいただけます。（天候によ

り閉鎖します。）なお、鳥獣被害を防ぐため飲食禁止とさせ

ていただきます。ご了承ください。 

 

江戸時代、歩いて日本全国を測量して地図をつく

った伊能忠敬。どんな測量方法で地図を作ったの

か、調査行程と地図が作成されていく過程を詳細に

解説しています。２０００年代に入り、消失していた

伊能図最終版の写本を世界各地で発見した様子も

記されていてとても興味深い内容です。 

★★★★★ 研究者の探求心 ★★★★ 
研究者は、自分の研究対象を愛している方が多と思います。それが、動物

であろうと、植物であろうと、無機物であろうとも関係ありません。愛情あふれ

る観察や研究をわかりやすくまとめた本をご紹介します。どの本も、研究者の

人柄というか、「知りたい」という好奇心のみに突き動かされる熱量がすごい。 

BOOK 

 

科学界のインディ・ジョーンズと称される研究者。世界中の極限環境にいる生物を研究

しているため、行き方もわからないような場所が研究の中心地です。極限の世界で、生物

はどのような進化を遂げて生き残ってきたのか。研究成果を教えてもらいましょう。 

『スポーツ年鑑 ２０１７』   

ポプラ社 ２階一般 （780ス） 

 ２０１６年に起きたスポーツの話題が１冊でわかりま

す。この年はリオオリンピックが開催され、巻末に全競

技のメダル獲得選手と日本人選手の記録が掲載され

ています。臨場感たっぷりな写真も多く、選手の名前や

用語にルビもあり小学校高学年から楽しめます。 

『世界の暦文化事典』  

中牧弘允；編 丸善出版 ２階一般 （449.8ナ） 

 世界中の暦法とカレンダーが１冊にまとまった類書の

ない充実の事典です。暦は宗教、民族、国家、文明が

違えばシステムも違います。カレンダーから生活文化を

読むことができ、世界を知ることができます。祝祭日や

行事もわかり、巻末索引も完備で調べものにも対応。 

BOOK 
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６月３日は国土交通省によっ

て「計測の日」とされています。 

それにちなみまして、さまざまな  

測る・図る・計るについての本を

集めてみました。 

BOOK 

 

『図解 よくわかる測り方の事典』  

星田直彦；著 KADOKAWA ２階一般 （501.22ホ）  

  身近なものや形の「およその測り方」がわかる科

学読みものです。大人が１０人手をつないで輪をつ

くるとおよそ４．５m、相撲の土俵が４．５５m、人の

輪と同じぐらいの大きさになります。こんなふうに数

字が身近になる知識が満載の内容です。 

『キッチハイク！ 突撃！世界の晩ごはん』 山本雅也；著 

集英社 ２階一般 請求記号（383.8ヤ） 

https://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_4268.html
https://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_1704.html
https://2.bp.blogspot.com/-meTKaxBJT7U/UNO5rlZOKrI/AAAAAAAAIz4/Ndq8X3vAvPU/s1600/nan_curry.png
https://4.bp.blogspot.com/-QiBzps-4jOk/UzKmo9TbzqI/AAAAAAAAemg/IzwaXLvggUQ/s800/job_hakkutsu.png


         

                                                        

   

 

 

 

                                 

 

 
 

「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浅草田原町にある蕎麦屋「江口屋」の名物は、見目麗しい看板

娘のおきみである。出来のいい雛人形のごときかんばせを拝もう

と、店にはたくさんの客が押し寄せる。 

 

②すきとおる青い空の上を、二羽の白い鳥が飛んで行く。北へ帰

る白鳥の番だろうか・・・・・・。他の鳥たちが飛ぶことができない

高度を飛翔する雄と雌の姿には気品がある。気高き旅路だ。 

  

③人生、一寸先は闇――しょせん予定は未定の毎日だから、どん

な想定外のことが起こっても、何の不思議もない。世界が自分の

思い通りに動いてくれないことなど、すでに子供の頃から知って

いたトモローこと斉藤知朗だが、突然降って湧いた人生の大転

換には、さすがに驚いた。 

 

④「なあ早季子、人はよく“懐かしい”というだろう」 

祖父があるとき、折り紙をしながら言った。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇ 

①『酒が仇と思えども』 中島要 祥伝社 913.6ナカジ 

②『イザベルに薔薇を』 伊集院静 双葉社 913.6イジユ 

③『主夫のトモロー』 朱川湊人 ＮＨＫ出版 913.6シユカ 

④『この青い空で君をつつもう』 瀬名秀明 双葉社 913.6セナ 

 

その６２の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

レファレンス（reference） 

参考・参照図書・問い合わせ・

照会、リファレンスともいう 

（『imidas』より） 

 

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・・・。 

 

 

質問）鹿追町で行われている馬耕忌のいわれを知りたい。 

 

調査）「馬耕忌」で検索、神田日勝記念館に関係することだとわかる。 

神田日勝記念美術館友の会発行 

①『未完のあゆみ  神田日勝記念館友の会１０周年記念誌 』 Ｈ706 ｶ 

②『未完のあゆみ２ 神田日勝記念館友の会２０周年記念誌 』 Ｈ706 ｶ 

 ↓ 

「馬耕忌」は神田日勝記念美術館友の会の事業の一つであることがわかる。 

 ↓ 

●「馬耕忌」…１９９３（平成５）より・窪島誠一郎氏（美術評論家、美術館主）の命名。 

神田日勝の命日（８月２５日）にちなみ、画家を顕彰する集い。 

命日に近い日曜日に行われる。 

当館には『馬耕忌対談録』（Ｈ704バ）も所蔵あり。 

 

●「蕪墾祭」…１９９５（平成７）より・高橋揆一郎館長の命名。 

        ６月１７日の美術館の開館日を記念する集い。 

 

●「日勝祭」…２００３（平成１５）年より・小檜山博館長の命名。 

神田日勝の生誕（１２月８日）を祝う集い。 

 

新聞記事では、 

③十勝毎日新聞 1996（Ｈ8）6．16 16ｐ 「開館３周年 神田日勝記念館に思う ３」 

④北海道新聞 夕刊 2003（Ｈ15）9．3 13ｐ 「神田日勝記念館 10周年」 

https://4.bp.blogspot.com/-QaFjAEBNtNU/VkxLhn-XCRI/AAAAAAAA0nU/ncWdR9fEiM0/s800/animal_horse_thoroughbred_brown.png

