
 

 

 

 

 

             

 

 

  

 

 

 

    

  

          

 

 

 

       

  

 

      

                           完成披露は３月２日（日） 

 図書館の誕生日にお披露目します。 
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その８３ あなたの絵が、こどもの本の森に！ 

 

 

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。 

【子どものイラスト募集】 

★テーマ別オススメ資料 

【安眠・快眠・良い睡眠】 

【日本の神様・世界の神様】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【中城ふみ子賞について】 

 

帯広市図書館 

子どもたちの絵を募集しています。 

ロールスクリーンデザイン 
児童図書コーナー「こどもの本の森」にロールスクリーンを設置します。 

このスクリーンに子どもたちの絵をプリントします。読書や自然などを取り入れた

自由なお子様の絵をお寄せください。 

 

テ ー マ：「こどもの本の森」から発想した自由な作品 

応募対象：帯広市内に住んでいる幼児・小学生 

サ イ ズ：四つ切画用紙（380㎜×540㎜）以上 ひとり１点 

応募締切：平成２６年１月２６日（日）必着 

お 願 い：未発表のオリジナル作品に限ります 

        ＊このほか詳細はチラシ・図書館ＨＰをご覧ください＊ 

主   催：国際ソロプチミスト帯広みどり・帯広市図書館 

 

   

 

 
応募先：お問い合せ 

帯広市図書館 ３階事務室 

〒080-0012 帯広市西２条南１４丁目３番地 

☎0155-22-4700 

 



                      

 
                                     

 

 

          

 

        

           

                 

             

  

よよむむ  
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆☆  トトシショョ  

BOOK 

 お正月休みは連日、夜更かしして過ごしてしまった。寒い冬の夜、なんだか寝つきが悪い…なんてことはありませんか？一日の疲れをとり、

リフレッシュしてから寝るのはいかがでしょう♪質の良い睡眠は体調を整え、仕事や生活のクオリティを高めます。 

今月は「睡眠」に関する本や「安眠」「快眠」に導くための本をご紹介します。 
『にほんのお守り』 中津川昌弘；文 広田千悦子；絵 

徳間書店 ２階一般 請求記号（387 ﾅ） 

眠った気がしない、夜中に目が覚めてしまう…。そんな人に

おすすめの１冊。生活習慣や食生活など、今日からすぐできる

熟睡するための方法がいっぱい。睡眠の質を上げ、明日から

スッキリした目覚めを手に入れよう。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『お風呂を楽しむハーブ＆アロマ』 古後匡子；著 

東京堂出版 ２階一般 請求記号（498.37 コ） 

ハーブを入れて混ぜるだけの簡単入浴剤、素敵な香りのバスボ

ムのつくり方などを紹介。リラックスやリフレッシュなど自分の目的

に合った精油を見つけて、バスタイムを充実させてみてはいかが

でしょう。きっと入浴後はぐっすり寝むれるハズ…♪ 

BOOK 

 

『１分で疲れがとれる！指ヨガ呼吸法』  龍村修；著 

青春出版社 ２階一般 請求記号（498.34 タ） 

 「指ヨガ呼吸法」は、いつでも・どこでもできる健康法。 

手を刺激して腰痛や不眠、ストレスなどの体の不調をリセット

しませんか。移動中に、ちょっとした空き時間に、実践できる指ヨ

ガをマスターしよう。 

BOOK 

 

『毎朝スッキリ起きる技術』 梶村尚史；監修  

光文社 ２階一般 請求記号（498.36マ） 

「朝がつらい」「起きられない」原因は人それぞれ。 

自分の原因を知り、タイプ別のアドバイスを読んで実践してみ

よう。眠りに適した環境や食事などをイラストや図を用いて、わ

かりやすく解説した１冊。 

 

新年あけましておめでとうございます。 

今年もみなさまにとって図書館が身近な存在で、楽しい場所

となりますよう、職員一同、一層の努力をして参ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

１階ロビーの折り紙作品は、本江館長が 

製作・展示しています。 

１月１０日（金）冬休みこども図書館のつどい 

 

 

今年もよろしくお願いいたします。 

１月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

日本の八百万の神さまの中から、縁結びや商売繁盛はもちろん、心と体の悩みを解

消してくれる神さまや、我が家を守ってくれる神さまなど、頼れる神さまを紹介。神様の

役割がわかります。ただぼんやりと神頼みを繰り返している方には、必見の１冊です。 

 
BOOK 

『「頼れる神様」大事典』 戸部民夫；著  

ＰＨＰ研究所 ２階一般 請求記号（387 ﾄ） 

     安眠・快眠・良い睡眠！ 

お守りは身に付けることができる「小さな神さま」。お守りの使い方や由来、日常でご

利益をいただくためのアイデアや楽しみ方がわかります。かわいらしいイラストとわかり

やすい言葉でまとめられています。若い方でも手に取りやすい本です。 

『神使になった動物たち』 福田博通；文・写真  

新協出版社 ２階一般 請求記号（175.5 ﾌ） 

 神使（しんし）とは、人間と神さまの間をつないでくれる神さまの使いです。狛犬や狐と

言えばイメージできるでしょうか。蛇・竜・亀・狼といったイメージが有名な動物から、蛸

や蟹といった不思議な縁の神使まで、いろいろな神使の像が写真付きで楽しめます。 

 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『世界の神々の事典』 松村一男；監修  

学研 ２階一般 請求記号（164 ｾ） 

 神・精霊・英雄の神話と伝説をコンパクトにまとめた神話学入門の本です。有名なギリ

シア・ローマの神々をはじめ、世界各国の神話に出てくる有名な神さまがわかる１冊で

す。「まずは、どんな神さまがいるのか知りたいなぁ」という方に最適です。 

 

 

BOOK 

■□■□日本の神様・世界の神様■□■■ 
 日本では古くから、いろいろなところ（もの）に神さまがいると考えられてきました。お正月は特に、存在

を身近に感じたことではないでしょうか。長い歴史のなかで暮らしと結びついてきた神さま、縁起の良いも

のなどを解説した本を集めました。日本をはじめ、世界にも、様々な神さまが神話となって語り継がれて

います。そんな神さまたちに関わる本をご紹介します。 

 

 

『有川浩の高知案内』 ダ・ヴィンチ編集部；編 

メディアファクトリー ２階旅行 請求記号（291.84ア） 

小説『県庁おもてなし課』で、高知県のおもてなしマ

インドを充分に見せつけた有川さん。１泊２日でたっぷ

り楽しむ分刻みのスケジュール。出身者である有川さ

んならではの地元情報満載のガイドです。映画に主演

した錦戸亮さんとの対談もあります。 

『ヨネスケの駅弁・空弁６００選』 桂米助；著 

辰巳出版 １階生活 請求記号（596.4 カ） 

  おおきなしゃもじは必要ありません。ただ、目でおいし

そうな駅弁・空弁を味わうだけ。落語会やテレビのロケ

で日本全国をまわるヨネスケ師匠だからこそできる、全

部自分で食べたお弁当。しかも厳選したというから恐

れ入ります。しゃもじのおすすめマーク付き。 

『作家と温泉』 草彅洋平；編 

河出書房新社 １階文学２ 請求記号（910.26 ク） 

 表紙から井伏鱒二と太宰治が浴衣姿で微笑みます。

文豪たちは温泉に取材旅行や家族と疲れを癒したり、

執筆していたことをご存じでしたか。文豪たちが愛した

温泉宿の紹介と意外なプライベート写真でほんわかな

エピソードを楽しめます。 

一度は富士山に登りたいと思う方も多いでしょう。富

士登山の装備から必要な費用まで、初心者にもやさし

いガイド。美しい写真を見ていると自分も！と思うか、 

５～８時間も歩くのは無理！やっぱテレビでいいやと思

うか・・・。まずは、イメージトレーニング。 

BOOK 

 

『富士山ブック２０１３』  

山と渓谷社 ２階旅行 請求記号（291.51 フ） 
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BOOK 

 

今年の年末年始休暇は長い人で

９連休、海外旅行の予約も好調とい

うニュースが流れていました。休んだ

人も仕事だった人もページを開けば

はじまる行ったつもり旅行はいかが

ですか？ 

BOOK 

 

BOOK 

 

『森見登美彦の京都ぐるぐる案内』  

新潮社 １階文学２ 請求記号（910.268モ）  

  京都大学卒の森見氏による、小説の舞台をめ

ぐるガイド。鴨川デルタ、東華菜館、木屋町、伏

見稲荷神社など小説のシーンが浮かぶ写真と

森見氏の京都エッセイが、作品世界の更なる魅

力を引き出します。 

 
『城ガール』 歴史魂編集部；編 アスキー・メ 

ディアワークス ２階旅行 請求記号（291.09シ） 

 

 

 歴女だけじゃなくても楽しめる。大きなお城と歴

史的な街並みを眺める旅行はタイムトリップ気

分です。城下町のお土産やグルメのおいしそう

な情報もたっぷり。話題の日本のマチュピチュ竹

田城も紹介されています。 

日 月 火 水 木 金 土 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

 

 

『睡眠ドクターが教える熟睡する技術』 古賀良彦；著 

メディアファクトリー ２階一般 請求記号（498・36 コ） 



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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「幽霊部員でいいから」 

彼の勧誘は素っ気ないものだった。 

だが、名前を貸している以上いい加減なことはできまいと、久守

徹は今日も地学部室へと足を向けた。 

 

②ペン先が小さな泡を吹いたかと思うと、無垢な白の上に黒い点

が飛び散った。 

萬年筆がまた、インク漏れを起こしたのだ。 

 

③質量のある暗さだ。そう思うのは今が梅雨の季節の、雨上がりの

夜であるということとも関係しているのかもしれない。夜に黒く染

められた空気が抱えきれなく水蒸気を乳白色の霧として周囲に

漂わせる。 

 

④「ねえ、息子はどこに行きましたかねえ・・・・・・」 

今日、少なくとも五十回以上繰り返された問いに、竜崎徹はいつ

ものように聞こえないふりをした。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『決壊石奇譚 百年の記憶』 三木笙子 講談社 913.6 ミキ 

②『恋歌（れんか）』 朝井まかて 講談社 913.6アサイ 

③『鶏が鳴く』 波多野隆 講談社 913.6ハタノ 

④『薔薇とビスケット』 桐衣朝子 小学館 913.6キリエ 

その 10の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

作品募集 

中城ふみ子賞 

生きる姿勢を詠む 

帯広出身の歌人・中城ふみ子の没後５０年を記念して設立された短歌賞で平成１６年より隔年で開催していま

す。おかげさまで第６回を迎えることができました。前回は日本全国、海外からもあわせて１９６編の応募があ

りました。中城ふみ子が歌壇に認められるきっかけとなった【短歌研究社の新人五十首詠特選入選】にちなん

で５０首を募集します。 

 
テ ー マ 自らの「生きる」姿勢を短歌に託した力強い作品を募集します。 

応募条件 未発表の作品 短歌５０首とします。応募作品は返却いたしません。 

応募方法 用紙は４００字詰原稿用紙（Ｂ４）を使用し、タイトルをつけて原稿１部とコピー３部の

計４部を提出してください。パソコン及びワープロの使用可。（鉛筆書きは不可） 

①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢 ⑤性別 ⑥職業（学校） ⑦電話番号 

⑧所属結社（所属している場合）を別様に添付してください。 

※原稿用紙には、氏名などを記載しないでください。 

封筒に「短歌作品」と朱書きしてください。 

受付期間 平成２６年４月１日（火）～平成２６年４月３０日（水）（当日消印有効） 

作品は郵送、運送、または直接応募先への持ち込みにて受け付けます。 

選  者 佐伯裕子／米川千嘉子／時田 則雄 

 賞   大賞１名 賞状及び副賞（１０万円）／雑誌「短歌研究」８月号への掲載 

入選発表 雑誌「短歌研究」８月号に作品発表 

 

 


