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その５９ 第２回ジュニア文芸誌 発刊 

 

 

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。 

【ジュニア文芸第２号 発刊】 

★テーマ別オススメ資料 

【贈るスイーツ】 

【心と体を元気にしよう！】 

★レファレンス最前線 

【田中慎弥さんの著作】 

 

ジュニア文芸 第２号 発刊します。 
 

■昨年８月～１０月に募集していました「ジュニア文藝」には、小説、童話、詩、短歌、 

俳句の５ジャンルに、昨年の倍にあたる１２５点の応募がありました。 

編集委員の選考会議の結果、受賞者４名、入選者４３名が選ばれました。 

 （ジュニア文芸の受賞作品及び入選者は図書館ホームページで公表しています。） 

 

 

 最優秀賞    

水野 正也さん（清水・御影中３）   「ナマケモノ」 （詩） 

 優 秀 賞    

伊東 ゆう子さん（帯広柏葉高校３年） 「雨を断つ」 （小説） 

山本 万美子さん（帯広稲田小５年）「運命を変えたクリスマスコンサート」 （童話） 

   和田 桜佳さん（帯広小３年）     「黒ネコの気持ち」  （童話） 

 

 

■贈賞式は２月２６日（日）図書館１階多目的視聴覚室で行います。 

同時に作品集「ジュニア文芸 第２号」も発刊します。 

この冊子は、帯広市内小中学校に配布します。 

図書館内で閲覧・貸し出しをします。（１階 児童・ヤング ２階地域行政） 

この機会に、若い世代の創作をお楽しみください。 

 

  

 

帯広市図書館 



                      

 
                                     

 

 

            

 

        

           

                 

              

  

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 

２月はバレンタインデー、３月はホワイトデーや卒業式などスイーツを贈る機会が増えます。市販品を選ぶ楽しさもありますが、手作りのお菓子

を大切な人たちにプレゼントしたい気持ちもありますよね。スイーツは難しいと感じる方も多いと思いますが、レシピ通りの分量と手順を守れば失

敗は少ないジャンルなのです。手作りでは、防腐剤や添加物を使わない安心と真心をプラスできます。ぜひ、スイーツ達人目指しましょう！ 

『ブックセラピー』 三浦天紗子；著  

アンドリュース・プレス １階文学２ 請求記号（904 ミ） 

 

女子にとってはいくつになっても勝負の日２月１４日。気持

ちが伝わる、ハート型のチョコレートを手作りで。お料理苦手

でも大丈夫。手順ごとに写真で説明されているので、お菓子

作り初心者でも簡単です。たくさん作って、友チョコに・・・自慢

できるかわいらしさです。 

 

BOOK 

 

『かわいいチョコレートのお菓子』  寺西理恵子；著      

日東書院本社 １階生活 請求記号（596.65テ） 

 

 

BOOK 

 

『コラーゲンたっぷりのマシュマロお菓子』 

ブティック社 １階生活 請求記号（596.65 コ） 

 

 

弁当男子のみなさんは、バレンタインのお返しに、マシュマロ

はいかがでしょうか？それも、手作りのものなら、誰でも嬉しさ倍

増。基本のマシュマロさえ覚えてしまえば、アレンジ次第で華や

かな、プレゼントにぴったりなスイーツになります。ぷくぷくのマシ

ュマロ食べるのがもったいない～。 

 BOOK 

 

『松永寛子のショコラ・ノート』 松永寛子；著 

美研インターナショナル １階生活 請求記号（596.65マ） 

 シンプルで上質な、プレゼントにぴったりのレシピ。チョコレー

トがギュッと詰まったガトー・クラシック、ほろ苦いカカオが香るア

マンド・ショコラ、ボンボン・ショコラ、チョコレートのシフォンケー

キなど、本格派のチョコレートスイーツです。お菓子作り上級者

向け。 

 

BOOK 

 

『イトウミワコ見せる！ラッピング・レッスン』イトウミワコ；

著 角川マガジンズ ２階一般 請求記号（385.97 イ） 

 せっかく手作りしたスイーツ、自分できれいにラッピングが

できたら、素敵ですよね。包装紙にしわが寄ったり、リボンが

曲がってしまったりといったお悩みは、ちょっとの工夫で解

決。布やゴムなど定番と違う素材を選べば、大人かわいい雰

囲気のラッピングもでき、ライバルに差をつけられるかも。 

 

寒さ厳しい日が続きますね。この時期は、受験シーズ

ンで落ち着かないご家庭もあるかと思いますが、学生さ

んたちには体調を万全にして試験に臨んでいただきたい

と思います。 

１月２１日（土）より「市民文藝」第５１号の販売を開始

しました。市内各書店様、帯広市図書館３階事務室で取

り扱っております。税込み１０００円で好評発売中です。 

２月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

テレビ出演もされている料理人、青山有紀さんの和食料理本。春は、菜の花、クレソ

ン、セロリ・・・・季節ごとの体が元気になる、おすすめ食材を使ったレシピが紹介されて

います。「大切な人に元気をあげたい」の想いが、いっぱい詰っている一冊です。 

 
BOOK 

『青山有紀の幸せ和食レシピ』 青山有紀；著  

日東書院 １階生活 請求記号（596.21ア）  

 

 
贈るスイーツ 

本の世界に励まされたり、元気をもらった経験はありませんか？女性雑誌や情報誌

の執筆、編集を手がける著者が、自身の読書体験の中から選んだ“読むと心に効いてく

る本”を紹介しています。あなたも本のもつ癒しのパワーを実感してみてはいかがです

か！ 

 

 

『症状別に効くツボ図鑑７４』  

永岡書店 ２階一般 請求記号（492.75シ） 

 なぜツボ刺激が体にいいのか？ツボの正しい場所の見つけ方が、とてもわかり易く

書かれています。症状別に解説されているので、自分の気になる症状のツボをさっと探

すことが出来ます。また、女性にうれしい若さ・美しさを保つツボも紹介されています。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『健康になれる裏ワザ本』 ライフ・エキスパート；編  

河出書房新社 ２階一般 請求記号（498.3ケ） 

肩こり、頭痛などの慢性症状を改善する効きワザや生活習慣病や老化をストップ！

自分で出来る予防ワザなど、知って得する健康裏ワザが満載です。近ごろ体調がすぐ

れない方におすすめ、気軽にサクサク読めて、簡単に試してみることができる本です。 

 

BOOK 

◇◆◇◆◇心と体を元気にしよう！◆◇◆◇◆ 

連日の寒さと除雪などでちょっと調子悪いな？と感じていませんか。疲れがとれない、病気

ではないけれど・・・なんとなく気持ちが不安定というときは誰しもあります。そんなときに、自

宅でできる健康法を試してみてはいかがでしょう。リラックスしてお日様にあたり、体に優しい

お料理で自分を癒してあげる。ちょっと試してみるか・・・と思いついたら実行あるのみです。 

『短歌をつくろう』 栗木京子；著  

岩波書店 １階ヤング 請求記号（Ｙ911 ク） 

若い人向けに書かれた短歌入門書です。歌人の栗

木京子さんが具体例をあげながら、読者が一緒に考え

ることができるような切り口で解説と指導をしてください

ます。短歌のルールを説明しながら、進んでいくので章

が進むごとに詠めそうな気がしてくるのが不思議。 

 
『短歌の作り方、教えてください』 俵万智／一青窈 ；共著 

角川学芸出版 １階文学２ 請求記号（911.10 タ） 

 歌人の俵万智さんに歌手の一青窈さんが弟子入り

というスタイルで展開しています。一青さんの歌を俵さ

んが添削しながら、言葉の使い方などに手を加えると、

やはりプロの表現となり、ぐっと迫る歌になるのです。

具体的な指導が多く短歌作りの参考になる１冊です。 

『これでよくわかる短歌鑑賞・批評用語』 田島邦彦；著 

本阿弥書店 １階文学２ 請求記号（911.10 タ） 

短歌の解説を読んでもなんだかよく意味がつかめな

い。この歌はどんな評価なのか？と悩んでしまうことは

ありませんか？批評用語を検証しているお助け本で

す。この語句にはこんな意味が隠されているのかぁ・・

と感心しながら短歌の世界の奥深さを知るのでした。 

３６５日、誕生日の花とその日にちなんだ短歌を紹介

しています。鳥海昭子さんが詠む短歌、花の写真、花

ことばが掲載されています。 

３６５日モノをみるとまっさきに自分の誕生日を見てしま

うのは私だけでしょうか？ 

BOOK 

 

『ラジオ深夜便誕生日の花と短歌３６５日』 鳥海昭子；短歌 

ＮＨＫサービスセンター １階文学２ 請求記号（911.16 ト） 

◎
○
●
短
歌
を
詠
む
●
○
◎ 

BOOK 

 

■第５回を迎える中城ふみ子賞では 

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。 

期間 ４月１日～３０日（当日消印有効） 

＊未発表の短歌作品５０首 

   ＊応募作品は返却しません 

■詳しくは図書館ＨＰ、館内チラシを 

ご覧下さい。 

★今回は、短歌を詠もう！と思い立った

ときに役立つ本を紹介します。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『「全然知らない」から始める短歌入門』 土岐秋子；編

日東書院本社 １階文学２ 請求記号（911.10 ト）  

 短歌は国語の授業以来触れていない・・という

方にはこちらが丁寧でわかりやすいと思いま

す。代表的な歌を例にして、歌のポイントを解説

しています。短歌を詠むにあたってのヒントがあ

りますので参考にされてはいかがでしょう。 

『短歌ください』 穂村弘；著 メディアファクトリー 

１階文学２ 請求記号（911.16ホ） 

 

 

雑誌「ダ・ヴィンチ」の連載を１冊にまとめたも

のです。毎月決まったテーマで短歌を募集し、穂

村弘さんが選者となりコメントをつけて紹介して

います。情景が浮かぶような歌が多く、いつしか

口ずさむように言葉を転がしていることでしょう。 

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       

 



 

                                                               

     

  

 

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

 

質問）芥川賞受賞者の田中慎弥さん、他の著作にはどんなものがある？ 

 

芥川賞受賞作品 『共喰い』集英社 ２０１２年１月２７日刊 初出雑誌『すばる』2011年 10月号 

『図書準備室』新潮社 ２００７年１月刊 請求記号（913.6 タナカ） 

 「冷たい水の羊」初出雑誌『新潮』２００５年１１月号 第３７回新潮新人賞受賞作品 

 「図書準備室」初出雑誌『新潮』２００６年７月号  

『切れた鎖』新潮社 ２００８年２月刊 請求記号（913.6 タナカ） 

 「不意の償い」 初出雑誌『新潮』２００７年４月号 

 「蛹」 初出雑誌『新潮』２００７年８月号 第３４回川端康成文学賞受賞作品 

 「切れた鎖」 初出雑誌『新潮』２００７年１２月号 第２１回三島由紀夫賞受賞作品 

『神様のいない日本シリーズ』 文藝春秋 ２００８年１１月刊 請求記号（913.6 タナカ） 

『犬と鴉』講談社 ２００９年９月刊 請求記号（913.6 タナカ） 

 「犬と鴉」 初出雑誌『群像』２００９年７月号 

 「血脈」 初出雑誌『群像』２００６年５月号 

雑誌掲載作品 

「聖書と煙草」初出雑誌『群像』２００８年２月号 

 「実験」 初出雑誌『新潮』２００９年１０月号 

 「汽笛」 初出雑誌『国文学』２００９年６月号 

 「週末の葬儀」 初出雑誌『新潮』２００９年４月号 

他にも単行本未収録作品や文学賞受賞時のインタビューなどの雑誌記事を調べることができます。 

国立国会図書館 雑誌記事検索→田中慎弥→記事タイトル・掲載誌・掲載号ページが判明 

 帯広市図書館で所蔵している雑誌はバックナンバーも含め貸出できます。 

こちらにも掲載 

十勝毎日新聞 ２０１２年１月２１日 いつも頭に小説の火種 芥川賞「共喰い」の田中慎弥さん 

 

 

こんな資料相談がありました 

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 

２階資料相談カウンターに寄せられた

相談業務の一部をご紹介していきます。

職員はどんな調べ方で答えに進んでい

くのかプロセスをどうぞ・・・ 

 

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その３３ 

 帯広市図書館で所蔵している雑誌を五十音順にご紹介しています。 

今月は、『判例時報』 『判例タイムズ』 『ビオシティ』 『ビズ』の４誌。 

＊最新号は館内閲覧のみ、バックナンバーはお借りいただけます。 

 

『判例時報』 判例時報社 旬刊 １９６８年１月１日号より所蔵 

★裁判の判例を紹介している法律専門誌です。最高裁判例や注目さ

れた裁判の判例を全文掲載しています。法律関係者による判例解

説もあり、判例を勉強するときに有効な資料です。 

 

『判例タイムズ』 判例タイムズ社 月２回  

１９８７年４月２５日号より所蔵 

★こちらも判例を紹介している法律専門誌ですが、月２回発行という迅

速さでは、判例をすぐに確認したいときに力を発揮する雑誌です。実

用性の高いものを紹介しているので一般の方に馴染みやすいのは

こちらのほうなのかも知れません。 

  

『ビオシティ』 ブックエンド社 季刊 ２００５年・３２号より所蔵 

★環境雑誌の先駆けの雑誌でしたが、創刊１８年にして、東日本大震

災を受けて２０１１年秋にリニューアルしました。環境循環型社会へ

の提言を行う姿勢はそのままに、大震災後の再生に向けた社会づく

りを見据えた内容になっています。 

 

『ビズ』 日本インテグレート  隔月間 ２００８年冬号より所蔵 

★自然を愛する人のためのライフスタイルマガジン。ガーデニングに特

化した内容です。日本の庭づくりだけでなく、海外の庭も細かく丁寧

に取材されていて人気が高く、雑誌のサイズも大きくカラー写真が多

いので美しい庭の表情にうっとりしてしまいます。 
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