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その６７ ジュニア文芸作品募集 

 

 

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。 

【ジュニア文芸作品募集】 

★テーマ別オススメ資料 

【世界の食を旅する】 

【ふわふわふんわり布と織】 

★レファレンス最前線 

【子どもの勉強力アップ】 

 

若い感性の作品を募集します！１０月３１日まで 

 ★１８歳以下の方から募集するジュニア文芸の作品募集も３年目を迎えます。今年も募集します。 

群像新人文学賞の小説部門優秀賞を受賞した、帯広出身、片瀬チヲルさんも小学生の頃から書き始

め、小説家を意識したのは１６歳だったそうです。みなさんも気持ちを原稿用紙に記してみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

帯広市図書館 

２０１２年 ジュニア文芸 作品募集 

◆応募できる人 十勝に住んでいる小学生以上、１８歳以下の方 

◆募集する作品 小説・童話・戯曲・詩・短歌・俳句 

◆作品は自分で考えたもの、どこにも原稿を提出したことのないもの 

◆小説・童話・戯曲・詩はひとり１作品。短歌は５首以上、俳句は５句以上 

    ◆小説・童話・戯曲の枚数制限（４００字詰め原稿用紙） 

小学生 １０枚以内、詩は３枚以内 

中学生 １５枚以内、詩は４枚以内 

高校生 ２０枚以内、詩は５枚以内 

      ◇短歌、俳句作品も４００字詰め原稿用紙に記入してください。 

（パソコン使用の場合はＢ４サイズ、４００字設定） 

◇応募するときには、作品に応募票をつけてください。 

（応募票は図書館内、図書館ＨＰから入手できます。） 

 
応募のしめきり 平成２４年１０月３１日（水）必着 

お問い合わせ 帯広市図書館 ０１５５－２２－４７００ 

入選作品は、 

第３号『ジュニア

文芸』に掲載  

いたします。   



                      

 
                                     

 

 

            

 

        

           

                 

              

  

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 

 旅行の楽しみのひとつに、その土地で食べる食事に期待を寄せる方も多いと思います。日本をひと足とび出せば、そこにはさまざまな食文化が

広がっています。食べることは、生きること。世界各地の、その国ならではの「食」をご紹介します。毎日の食事を大切にするのは、どこの国でも同

じです。食卓に広がる料理やそれを囲む人たちの笑顔に引き込まれる本ばかりです。 

 

 

『デニム・バイブル』 グラハム・マーシュほか；著 田中敦子；訳  

ブルース・インターアクションズ ２階一般 請求記号（383.1デ） 

 旅のちょっとしたお楽しみ、それは飛行機の中で食べる「機

内食」。この本では、アジア、ヨーロッパ、北米・单米、アフリカ

など、世界各地の様々な航空会社の機内食の写真と、実際

にそれを食べた人のコメントを掲載。メニューにもそれぞれの

国の特色があって面白いですよ。 

 

BOOK 

 

『みんなの機内食』 Ｒｉｋｉｙａ；著 翔泳社 

２階一般 請求記号（687.5 リ） 

 

 

BOOK 

 

『地球のごはん』 ﾋﾟｰﾀｰ･ﾒﾝﾂﾙ ﾌｪｲｽ・ﾀﾞﾙｰｼﾞｵ；共著 

和泉裕子；訳 ＴＯＴＯ出版 ２階一般 請求記号（383.8 メ） 

 

 

ケニアの牛追いをするマサイ族、ロシアの美術修復家、日本

の力士など、世界３０か国８０人の食事１日分を、生命力溢れる

色鮮やかな写真と共に紹介。世界各地の多種多様な食生活が

一目でわかります。写真を眺めるだけでも楽しい１冊です。 

 

BOOK 

 

『スーパーマーケットマニア 北欧５カ国編』 森井ユカ；著     

講談社 ２階一般 請求記号（589モ） 

 スーパーマーケットの日用品には、その国に住む人の生活ぶり

がよく表れています。実際にスーパーに並んでいる食品のパッケ

ージや試食レポは、かわいい上に楽しい！日本とは違うその様子

にページをめくりながらワクワクします。 

 

BOOK 

 

『食べる』 中村安希；著 

集英社 ２階旅行 請求記号 （290.9ナ） 

 世界を飛び回るノンフィクション作家が今回足を運んだの

は、エチオピア、スリランカ、モザンビーグなどの１５の国。そ

の国の人々との触れ合いを「食べる」という視点から綴ってい

ます。旅先での食べものが、人と人とを繋いでいきます。  

帯広の友人家を訪問するエピソードも収録されています。 

 

 残暑が厳しくなかなか涼しくなりませんね。８月はロン

ドンオリンピックでの選手たちの活躍に胸を熱くした方も

寝不足になった方も多いことでしょう。さて、次は帯広出

身の小野智華子選手のパラリンピックが控えています。

水泳４種目に出場する小野選手に期待しましょう。 

 今月の図書館は、８日ボランティア講座、１４日ふるさ

と再訪講演会、２９日岩崎京子氏講演会があります。 

 

 

９月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

ファッション誌の撮影の合間、モデルが羽織る「毛布」に興味を抱いた著者が、ほっと

する毛布について語る本。この中での毛布とは、少し薄手の「ブランケット」のこと。ひざ

かけ用に持っていると便利ですよね。あたたかい色味の写真で紹介されています。 

 
BOOK 

『おやすみモーフィ』 岡尾美代子；著 マガジンハウス 

２階一般 請求記号（586.57オ） 

 

 
世界の「食」を旅する 

 

 
世界中の人に愛されているデニム。アメリカ開拓時代のウェアとして始まり、反逆的・

自由なイメージを経て、カジュアルな服の生地として使われる、その歴史がすべて詰ま

った一冊です。デニムを纏うエルヴィスやジョン・レノンなど、有名人の写真も豊富です。 

『かまわぬ手ぬぐい百科』 河出書房新社編集部；編  

河出書房新社 ２階一般 請求記号（589.22 カ） 

色とりどりの柄が楽しい手ぬぐいは、私たちの暮らしに馴染んだアイテム。便利な包

み方のほか、祝儀袋やカトラリーケースとして、さらには、ふんどしにする、シャドーピッ

チング（本文中の挿絵をみるとわかります！）など、クスッと笑える活用方法も紹介。 

 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『琉球紅型』  

青幻舎 ２階一般 請求記号（753.8 リ）  

  美しい琉球紅型の写真をたくさん集めた小さな一冊。黄色や赤で染め上げた琉球王家

伝来の鮮やかな衣装、藍色の地に細かく描かれた鳥や花など、本当に素敵で、沖縄の自

然そのものを見ているような気持ちになります。 

 

 

BOOK 

○●〇●ふわふわ、ふんわり布と織〇●〇● 

暑い季節は風にそよぐ様子が涼しさを感じさせ、秋になれば首回りのストール１枚がやさし

い温かさをもたらす身近な布。私たちの生活に欠かせない布製品のいろいろを紹介します。 

伝統の模様や柄に込められた意味がわかる本もあわせて展示します。 

 

 

 

『ヴィクトル・ヴァザルリ展』  

美術館連絡協議会 ２階一般 請求記号（723.34バ） 

１９９３年から９４年にかけて全国６か所で開催され

た展覧会の図録です。今回の帯広でも出品される予定

のヴィクトル・ヴァザルリの作品をカラー写真で見ること

ができます。作品解説、アーティストの略年譜や写真な

ども掲載されています。 

『オプ・アート展 明滅/振動/幻惑する絵画』  

北海道函館美術館 ２階一般 請求記号（723.33オ） 

 ２００３年に函館美術館で開催されたオプ・アート展

の図録です。帯広で公開される作品の多くが紹介され

ています。色鮮やかな作品の数々、本物の迫力に接す

ることのできるチャンスを逃したくないと思わせる資料

です。 

『うごく浮世絵！？』 よぐちたかお：著 

福音館書店 １階児童 請求記号（70 ヨ） 

 子ども向けに書かれた浮世絵に親しむ本です。本の

後ろについているマジックフィルムを絵のうえに乗せて

ゆっくり動かすと・・・。浮世絵の人物や昆虫が動き出し

ます。蝶の舞、雪が降る様子など、実際に手に取って

体験してほしい本です。 

先ほど紹介した『うごく浮世絵』と同じくマジックフィル

ムを効果的に使った〔しかけ絵本〕です。ウマ、ニワト

リ、イヌ、ネコが軽快に走る姿に大人でも衝撃を受けま

す。何度でも驚き、楽しめる、当館でも人気の高い絵本

のひとつです。第２弾『スゥイング』もあります。 

BOOK 

 

『ギャロップ』 ルーファス・バトラー・セダー：著 

大日本絵画 １階児童 請求記号（Ｅ セダ） 
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BOOK 

 

オプ・アートはオプティカル・アート

（視覚の芸術）の略称で、錯視効果を

ともなう幾何学的な抽象作品のことを

指します。平面に描かれたモチーフ

が立体に見る、揺れている、点滅して

いるように感じます。これらの不思議

なオプ・アートを集めた展覧会が帯広

美術館で開催されます。 

Ｏｐａｒｔ オプ・アート展 

９月７日（金）～１１月７日（水） 

北海道立帯広美術館 

BOOK 

 

BOOK 

 

『現代アート事典』 美術手帖：編 

美術出版社 ２階一般 請求記号（702.07ゲ）  

 現代アートを理解するための代表的なアーテ

ィストや作品についてわかりやすく解説している

入門書です。オプ・アートの解説もあります。興

味を持ったジャンルを深く追求できるよう、もっと

詳しい資料の紹介もあり、充実の１冊です。 

『錯視芸術』 フィービ・マクノートン；著 

創元社 ２階一般 請求記号（145.5マ） 

 

 

 トリックアートをはじめとする不思議な絵、錯覚

や遠近法を利用して描かれた作品の技法を解

説している本です。コンパクトな本なので、さかさ

まにしたり、斜めから見たりといろんな角度で楽

しんでください。 

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             

 



 

                                                               

     

  

 

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

●子どもに勉強や手伝い・片づけなど、何かひとつでも毎日続ける習慣化できるようにしたいと思っていま

す。どんなふうに声かけしたり、取り組めば良いか悩んでいます。何か、親子ともども参考になるような

資料はありませんか？単純なことでも３日坊主でいつも挫折してしまします。 

 

〇子育て関係の資料は、ジャンル（分野）によっていくつかの棚にあります。 

育児（子ども部屋/衣類・おむつ/授乳・離乳食/子守など） １階生活 分類番号５９９～ 

小児医療（子どもの病気/アトピー/アレルギー/予防接種など） ２階からだ・ナビ 分類番号４９３．９～ 

家庭教育（子育て論/コーチング/家庭におけるしつけなど） ２階一般 分類番号３７９．９～ 

 

○今回の場合は、家庭教育のジャンルに参考になりそうな本があると考えられます。 

本のタイトルや著者名だけでは、内容を特定することができなかったので目次を見ながら探しました。 

379.9オ 『うちの子、なんでできないの？』 小笠原恵 文藝春秋  

 ＊Ｐ１４６～ 学習環境を整える/やることの順番を決める/短い時間からはじめる/子どもの自己評価も大事 

379.9ナ 『小学生ママのしんぱい百科（家庭編）』 成田奈緒子 小学館 

 ＊Ｐ４４～ 家庭学習への取り組み方の具体的なアドバイスがあります。 

377.9 ミ 『家庭でできる１０分作文』 宮川俊彦 小学館 

 ＊毎日１０分、原稿用紙２枚程度の文章を書く訓練を紹介しています。習慣化するためのポイントあり 

379.91 イ 『おかあさん☆おとうさんのための行動科学』 石田淳 フォレスト出版 

   ＊Ｐ５２～ 「長続きしないのはどうして？」続かない、続けられない理由を説明しています。 

 

○子どもさんが自分で読んでわかりやすい本も児童書で探してみました。 

小学生向けに書かれています。（１階児童コーナー） 

15.9サ 『子どものためのチャレンジルール』 齋藤孝 ＰＨＰ研究所 

中・高校生向けに書かれています。（１階ヤングアダルトＹＡコーナー） 

Ｙ159 ヨ 『君に伝えたい！学校や友だちとのルール』 義家弘介 Ｃ＆Ｒ研究所 

Ｙ379ニ 『テストの花道』 日本放送協会 河出書房新社 

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） 

 

 

図書館所蔵雑誌を紹介していきます。その３９ 

 帯広市図書館で所蔵している雑誌を五十音順に紹介しています。 

今月は『北海道の注文住宅』『北海道のつり』『北方ジャーナル』     

『ｐｏｒｏｃｏ』の４誌です。 

＊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。 

 

『北海道の注文住宅』 季刊 リクルート ２００９年冬春号より所蔵 

 北海道の地元住宅メーカーや工務店を紹介しています。完成した住宅

の住み心地やこだわった部分など、住んでいる方にインタビューする「お

住まい拝見レポート」が人気です。北海道の気候や風土にあわせた住

宅づくりの参考になります。 

 

『北海道のつり』 月刊 水交社 １９８２年５月号より所蔵 

 １９７１年創刊、北海道の老舗つり雑誌です。２０１２年からは雑誌のサ

イズが大きくなりました。釣れる釣り場情報を正確にお届けすることモッ

トーとしているため、地図や空撮写真など利用したピンポイントの情報を

得ることができます。 

 

『北方ジャーナル』 月刊 リ・スタジオ １９７５年８月号より所蔵 

 北海道の政治、経済、社会、宗教、医療などを扱う評論誌です。生活

者の視点と取材することを重視した姿勢を創刊時より大事にしていま

す。最近では、取材の様子をリアルタイムでブログから発信しています。 

 

『ｐｏｒｏｃｏ』 月刊 コスモメディア出版 １９９８年１１月号より所蔵 

札幌の街をアクティブに楽しむための情報雑誌です。女性向けの  

グルメ、ファッション、ショッピング、カルチャーなどの話題が豊富です。

編集部の細やかな取材、読者からの正直な口コミもまた信頼度を高め

る要因となっています。 

 


