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その１１５ 中城ふみ子賞 決定 

 

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。 

【中城ふみ子賞】 

★テーマ別オススメ資料 

【日本の夏を楽しむ】 

【覗いてみたい裏側・内側】 

★調べてみよう・レファレンス 

【学校給食の歴史】 

 

 

 

帯広市図書館 

第７回 中城ふみ子賞 決定 
 

お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 
 

中城ふみ子賞は、帯広の歌人 中城ふみ子の功績を称えるとともに、地域からの新た

な文化の創造・発信を目的に、没後５０年となる平成１６年に創設されました。実施にあた

り、市民と協働で中城ふみ子賞実行委員会を立ち上げ、隔年実施、本年で第７回を迎え

ました。 

 募集内容は短歌５０首という、歌人としての力量が試される文学性の高いものでありま

すが、今回は全国から１２１編もの応募がありました。 

  応募作品を３名の選者（福島 泰樹氏、梅内 美華子氏、時田 則雄氏）により選考し、

選考結果を踏まえ、賞にふさわしい下記の作品を「中城ふみ子賞」に決定いたしました。 

 賞の贈呈につきましては、中城ふみ子の命日である８月３日に、とかちプラザ １階大集

会室にて、午後３時から執り行われます。 

受賞作品は、雑誌「短歌研究」８月号に掲載されています。 

（当館所蔵資料は、現在、最新号のため閲覧のみの利用ですが、予約はできます。） 



                      

         
                                    

 

 

         

 

        

             

                 

             

   

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 

 今年はここ数年続いていた猛暑とは程とおく、過ごしやすい夏です。しかし、子どもたちが夏休みに入り、土用の丑の日やお中元などが届

き始めると夏気分が高まってきます。これからの暑い夏を快適に過ごしたい方や、もっともっと夏を楽しみたい方に、日本ならではの夏本の

紹介です。季節を感じながら生活していく良さを親子で実践してみてください。 
『玄人ですもの』 室井滋；著  

中央公論新社 ２階一般 請求記（281.04ム） 

 

花火の良し悪しは、「盆がきれいで座りがいいもの。肩の張りが

よく、玉名通りのきれいな色で、消え口がそろっている」と、業界用

語ではこんな表現です。江戸時代に始まった日本の花火のあれこ

れを知って、花火大会をいつもと違う角度からお楽しみ下さい。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『お盆のはなし』 蒲池勢至；著 

法藏館 ２階一般 請求記号（386.1ガ） 

 民俗信仰と仏教が習合して先祖を祭るお盆は、日本人がとても

大事にしてきた行事です。が・・・お供えはどうしてするの？なぜ川

に流すの？盆踊りの意味って？考えてみると？？なことを、少し

難しい話も織り交ぜて再確認、先祖に思いをはせてみませんか。 

 
BOOK 

 

『高校野球１００年』 週刊朝日編集部；編 

朝日新聞出版 ２階一般 請求記号（783.7 コ） 

深紅の優勝旗が津軽海峡を渡った熱戦や、勝負をしてもらえな

かった強打者、泣いた将来のメジャーリーガー等々の甲子園を沸

かせた忘れられないヒーロー球児。躍動感みなぎる写真で、あな

たの記憶に残る名勝負とともに高校野球の１００年をご満喫くださ

い。 

BOOK 

 

『お家でいただく、ごちそうかき氷』 石附浩太郎；著 

メディアファクトリー １階生活 請求記号（596.65 イ） 

 家庭用かき氷器で氷をふわふわに削るコツや、専門店ならで

はのレシピが紹介されているこの一冊で、特別な味わいのかき

氷を家族皆で味わってみませんか？写真を参考に器づかいを

工夫してみるだけでも、この夏が涼しくかわりそうです！ 

 ８月になり、図書館では夏休みの子どもたちを対象

にした事業や企画展示をたくさん用意しています。み

なさんが、充実した読書体験や親子で楽しい思い出

作りができるようお手伝いします。 

 第５６号『市民文藝』への作品応募は８月３１日（水）

必着です。持ち込み（３階事務室）・郵送で受け付けて

いますので、お忘れなく・・・。 

８月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

シャープペンシルから、ピアノのような大きなものまで、とにかくばらばらに分解！部品

をきれいに並べた写真と、まるで爆発したかのように部品が散らばって宙に浮かんでいる

写真で構成された写真集。表からは見えない製品の複雑さと緻密さに驚かされます。 

BOOK 

『分解してみました』 トッド・マクレラン；著 金成希；訳 

パイインターナショナル  ２階一般 請求記（530マ）  

    □■□■□ 日本の夏を楽しむ ■□■□■ 

 

 

 
女優の室井滋さんが、２７人のプロフェッショナルに会いに行った対談集。芸術家、職

人、研究者など、ジャンルは様々。それぞれ専門的で奥深い世界ですが、室井さんらし

い軽妙なやりとりで、情熱あふれるプロのお仕事の裏側に楽しく迫ります。 

『中身の本』  

地球丸 １階生活 請求記号（597.5ナ）  

 あの人のクローゼットや食器棚は、どうなっているのだろう？そんな好奇心を満たしてく

れる、衣・食・住に関する様々な入れ物の中身を紹介している本。クリエイターやデザイナ

ー、作家や料理家など、プロこだわりの整理整頓術は、真似してみたいものばかり。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『ボールのひみつ』  

新星出版者 ２階一般 請求記号（589.75ボ） 

 サッカー、野球、テニスなど、いろいろな球技で使われるボール。競技がより面白くな

るように工夫が施され、進化してきたボールの歴史と秘密を徹底解剖。ボールの中身

がどうなっているのかも、断面図で分かりやすく解説しています。 

BOOK 

〇●〇覗いてみたい☆内側・裏側〇●〇 
                 外からは見えない、物の内側はどうなっているの？裏ではどんな 

ことが行われているの？そんな大人の知的好奇心をくすぐる本を集め

ました。 読んでみないとわからない、知らなかった世界をじっくりお楽し

みください。 

 

『山のある家 井戸のある家』 津島佑子／申京淑；共

著 集英社 １階文１ 請求記号（915.6 ツシマ） 

太宰治の娘で作家の津島裕子さん。韓国の女性作

家と交わした往復書簡集です。ふたりの小説家が日々

感じたことを素直な気持ちで伝えています。「物語」を

紡ぐ者同士、相手の言葉や考え方に共鳴していく様子

が静かな感動を呼びます。 

『永六輔のお話し供養』 永六輔；文 唐仁原教久；絵 

小学館 ２階一般 請求記号（770.4エ） 

  多彩な人、永六輔さん。みなさんの思い出に残る永さ

んはどんな顔をしているでしょう。この本では、亡くなっ

た方を忘れないことが供養と、永さんとっておきのエピ

ソードが披露されます。この本を読みながら、永さんを

はじめ故人を思い出し悼む夏にしませんか。 

『蜷川幸雄の稽古場から』  蜷川幸雄ほか著 

ポプラ社 ２階一般 請求記号（772.1ニ） 

演出家蜷川幸雄、苛烈な演出で灰皿が飛んでくると

言われた方です。お芝居をともにした若手俳優たちが、

自分の成長の証を見せつけるかのように語る蜷川演

出、苦しんだこと追い詰められたことを告白しながら、ど

こか誇らしげな彼らの言葉が蜷川幸雄を表しています。 

 

 翻訳家・児童文学研究家の灰島かりさん、ル・カイン

やサトクリフなどイギリス作家の作品翻訳が多い方で

す。これは、猫たちが人間に伝えたい本音のポエム。

かわいらしい子猫の写真が、ネコノミクスに巻き込まれ

ている猫好きの心をとろけさせることでしょう。 

BOOK 

 

『猫語のノート』  ポール・ギャリコ；著 西川治；写真 

灰島かり；訳 筑摩書房 １階文２ 請求記号（934ギ） 
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BOOK 

 

お盆に亡くなった方を思い出す

ように、今年惜しくも逝かれた方々

の著作を展示・貸出します。長きに

わたり、私たちを楽しませてくれた

方、生きる知恵を授けてくれた方。

著作でふり返ります。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『１２歳からの心理学』 多湖輝；著  

新講社 １階ヤング 請求記号（Y371 タ）  

 心理学者として思考や気持ちの問題をわかりや

すく解説した方、思考クイズ『頭の体操』シリーズが

ブームを起こしました。そんな多湖さんが若い世代

に向けて心の成長をわかりやすく説明、不安や悩

みを和らげるベテランの筆が冴えます。 

『初女さんが子育てについて伝えたいすべてのこ

と』 佐藤初女；著  

主婦の友社 １階生活 請求記号（599サ） 

 

 

助けを求める方を無条件に受け入れ、食事と生

活を通じて穏やかに語りかけ、再生を手助けした佐

藤初女さん。子育てに迷う母親に向けて自身の経

験をもとに「大切にしたいこと」を書いています。生

活の基本が正しい食である理由がわかります。 

   

 

  

『花火のふしぎ』 冴木一馬；著 

ソフトバンククリエイティブ ２階一般 請求記号（575.98サ） 

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



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

質問：帯広の給食の歴史とかいろいろ調べたい。（小学生の自由研究） 

 

帯広市のことについて 

①『帯広教育史』（372.11オ）ｐ134、ｐ311（しかし、小学生には難しい・・・） 

 

②広報おびひろ  

 ２０１３年 ２月号（ＮＯ.1065） 特集：帯広市の学校給食 

 ２０１５年 ４月号（ＮＯ.1091） 特集：新しい学校給食センターが完成 

  （図書館でバックナンバーの所蔵あり、帯広市のホームページからも見ることができます。 

 

②新聞 ２０１５年４月９日に稼働した帯広市学校給食センターについて 

  十勝毎日新聞  ２０１４年１２月２０日【期待高まる新給食】 

             ２０１５年 ４月 ９日【新・給食調理場が稼働 温か、おいしい】 

   北海道新聞   ２０１５年 ４月 ８日【笑顔はじける献立を 完成祝いテープカット】 

２０１５年 ４月１０日【十勝の恵み 笑顔の給食 市センター稼働】 

 

③インターネット 【検索ワード→帯広市 学校給食】 

  帯広市学校給食センターのホームページには、給食の歴史・メニューレシピ・献立など 

が掲載されています。特に献立は写真でも紹介されているのでとてもわかりやすく、 

おいしそうです。 

 

学校給食全般について 

児童書 

①『「昭和の小学生」大百科』（376.21シ） ⇒昭和時代からの給食（カラー写真付）Ｐ46 

②『調べて学ぶ 日本の衣食住 食』（21シ）ｐ7 ⇒昭和時代からの給食（白黒写真付） 

③『もののはじまりシリーズ５ 学校のはじまり』（03.1モ 5）p18 ⇒給食の最初 

④『日本全国給食図鑑 東日本編』（37.4ニ）⇒献立や地場産品も調べることができる 

⑤『めざせ！給食甲子園』（37.4コ）⇒学校給食を作ってくれる人たちにスポットをあてる 

    

 

 

「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古い雑居ビルの三階、ある一室の前で、わたしは小さく息を吐い

た。図子探偵事務所という小さなプレートを見ている。 

 

②解放とは何か。たとえば自由が丘。 

かつては竹藪であったこのエリアが、私鉄線の開通とともに地名

を変え、瞬く間に高級住宅街へと変貌したことは何かから解放さ

れ、また逆にどんな不毛を手に入れたことになるのか。 

 

③言いにくいことだし接客業ならどこにでもあることだが、書店にも

「行儀の悪いお客様」というのがしばしばいらっしゃる。万引きや

拡材泥棒は「行儀が悪い」のではなく明確に犯罪者なので除

外。 

 

④今日こそは言ってやる。 

朝からずっと、東山路代はそう決めていた。着くのはぎりぎりにな

るかもしれない。それでも必ず言わなくちゃ。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『筆跡はお見とおし』 山下貴光 河出書房新社 913.6ヤマシ 

②『ピロウボーイとうずくまる女のいる風景』 森晶麿 講談社 913.6 モリ 

③『レジまでの推理』 似鳥鶏 光文社 913.6ニタド 

④『永遠とは違う一日』 押切もえ 新潮社 913.6オシキ 

その 41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） 図書館で調べものをするとき、司書はどんな手順で調べるのか公開します。 

調べる方法を紹介していきますので、参考になれば・・・と思います。 


