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その１２１ 第７回 とかちジュニア文芸受賞者発表 

 

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。 

【とかちジュニア文芸受賞者】 

★テーマ別オススメ資料 

【気になる〇〇の常識】 

【観光の可能性】 

★調べてみよう・レファレンス 

【氷の彫刻づくり】 

 

 

 

帯広市図書館 
お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 

 

十勝管内の１８歳以下の方を対象とした「とかちジュニア文芸」の作品を募集

していましたが、このたび受賞者が決定しました。おめでとうございます。 

今回は、過去最多の３１４名から３４４点の応募がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、入選作品及び入選者名は、図書館ホームページで紹介しています。 

作品を掲載した『とかちジュニア文芸 第７号』は２月２６日に発刊します。 

第７回 とかちジュニア文芸 受賞者発表 

文芸誌は２月２６日に発刊 



                      

          
                                    

 

 

          

 

        

             

                 

             

   

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 

日常生活や冠婚葬祭に関する社会常識やマナー、食や健康に関わる定説など、知っていて当たり前のことから、知らなかった新常識まで

大人なら知っていて安心の常識本を集めました。もしかしたら、あなたが常識だと思っていたことが、間違っているかも…。最新研究から導き

出された新説がわかる本をはじめクイズ形式のものから、コミックエッセイまで幅広く肩肘張らない本もたくさん用意しました。 

 

『日本版カジノのすべて』 木曽崇；著  

日本実業出版社 ２階一般 請求記（673.94キ） 

 

あらゆる分野（伝統、宗教、ビジネス、風習、生活、食など）か

ら、やってはいけないことをまとめたものです。タブーな話題は人

に聞きにくいものですから、知っておくと役立ちます。全部を読破

しても良いし、気になる分野だけを見るのも良いでしょう。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『日本人ですが、ただいま日本語見習い中です！』  

学研教育出版 ２階一般 請求記号（810.4 フ） 

辞書編集部のプロたちが教える、間違いやすい敬語や、漢字

の読み方、使いこなしたい日本語などが学べます。軽妙なやり取

りがとてもおもしろく、笑いながら、または間違いに驚きながら、 

日本語を楽しく理解できる一冊です。 

BOOK 

 

『世界の人々をお迎えする「おもてなし」の心とスキル』  

セルバ出版 ２階一般 請求記号（673 ミ） 

お客さまをおもてなしするには、思いやりの心と礼儀が大切で

す。それは、日本人同士でも外国の人でも変わりはありません。 

しかし、文化や習慣の違いで間違った対応をしてしまうことがある

かもしれません。この本は、外国の人に対してのコミュニケーショ

ンについて学べる１冊です。 

BOOK 

 

『ＮＨＫためしてガッテン 健康の新常識事典』   

主婦と生活社 ２階一般 請求記号（498.3エ） 

ＮＨＫ「ためしてガッテン」の番組で紹介した健康に関する新常

識をまとめた書籍です。○×形式のクイズ感覚で楽しみながら

新常識がわかるようになっています。「コラーゲンを食べると肌の

保湿力がアップする」あなたの常識では○ですか？それとも×で

すか？ 

 

 この冬は積雪も多く、寒さも厳しいですね。そんな時こそ、

暖かい部屋で読書を楽しみませんか？知識を蓄える季節と

考えて、春に向けてたくさん読みましょう。 

今月のイベント 

２月１０日（金） 語り手育成講習会 小学校編 

２月１２日（日） こども映画会 くまのがっこう 

土曜日と第２・４水曜日は、おはなし会があります。 

２月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

せわしない日常を離れ、リゾート地でゆったりした時間を過ごしてみたいと思ったことは

ありませんか。バハマ、モルディブ、マーシャル、沖縄、ハワイなど「海の楽園」を撮影した

美しい写真集です。絶景のかずかずに「いつか行きたい」と思うこと請け合い。 

BOOK 

『いつか、楽園へ。』 三好和義；著  

パイインターナショナル ２階浮世絵 請求記（748 ミ）  

   ■□■知っててあたりまえ？○○の常識■□■

□ 

 

 

 

統合型リゾート推進法をめぐっては賛否両論がありました。国際カジノ研究所所長の

著者が、カジノの仕組み、経済効果と課題・功罪といったメリットとデメリット、世界の現

状に触れた上で「日本版カジノ」をシミュレーションし、議論の素材を提供しています。 

『オー・マイ・ガアッ！』 浅田次郎；著  

集英社 １階文庫 請求記号（B913.6アサダ） ＊集英社版も所蔵あり。 

 ギャンブル好きで知られる作家の浅田次郎さんが、ラスベガスを舞台に書いた喜劇タッ

チの小説です。落ちぶれてしまったワケありの日米男女３人が出会い、カジノで一発逆転

を狙います。笑いあり、涙ありの物語。ラスベガスに行ってみたくなるような１冊です。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『知っていますか？ギャンブル依存症 一問一答』 西川京子；著 

解放出版社 ２階体ナビ 請求記号（493.74ニ） 

 カジノではお金を賭けて遊ぶギャンブルが行われます。ストレス解消などの目的が、度

を越して「依存症」という怖い病気になる恐れがあることも忘れてはいけません。日本にカ

ジノができる前に、この病気についてしっかりと知っておく必要があります。 

 

BOOK 

●〇●〇●観光の可能性〇●○●〇 
                   昨年１２月、カジノ解禁を柱とする統合型リゾート（ＩＲ）推進法

が成立しました。近年は外国人観光客を呼び込むためのさまざ

まな工夫や観光資源の掘り起しを計っていますが、カジノ解禁で

ギャンブルが注目されている今こそ、こんな現実も・・・。 

 

 

 

 

『まだ間に合う！今すぐ始める認知症予防』  

講談社 ２階体ナビ 請求記号（493.75マ） 

物忘れがあり、注意力や判断力も低下してきたと感

じたら、年齢のせいだけにせずに脳のトレーニングを

はじめてみてはいかがでしょう？脳を刺激する方法が

たくさん紹介されているので、自分に合ったものからス

タートして健康な脳を維持しましょう。 

『ボケない暮らし３０カ条』 朝田隆；著 

法研 ２階体ナビ 請求記号（493.75ア） 

  認知症を予防するには、脳を活性化させる思考的な

トレーニングだけでなく運動が重要とされています。 

運動をすると血流がよくなり、血液とともに栄養素や酸

素が体内にいきわたり神経伝達物質のシナプスを増

やします。生活習慣改善で健康寿命を延ばしましょう。 

『人間さまお断り』 ジェリー・カプラン；著 

三省堂 ２階一般 請求記号（007.13 カ） 

脳と言えば、最近の話題として人工知能技術の進化

が挙げられます。近い将来、機械に仕事を奪われる時

代が本当にやってくるのでしょうか？知りたいような知り

たくないような複雑な気分になりますが、人工知能研究

の最前線を知ることができます。 

人工知能の能力、得意分野など説明している基本

的な解説書です。現在すでにどんなことに活用されて

いるのか、身近な事例を使って紹介されています。そし

て将来、人工知能を導入することによって私たちの生

活がどのように便利になるのか展望もわかります。 

BOOK 

 

『人工知能ガイドブック』   

工学社 ２階一般 請求記号（007.13ジ） 

 

 

◇
◆
◇
脳
の
能
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プ
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BOOK 

 

 インターネットの登場でわからない

ことは何でもすぐに検索してしまう生

活。パソコンの使用で手書き文字を

書くことが少なくなったことで漢字が

思い出せない。便利な世の中に流さ

れて脳が怠けていませんか？ 

BOOK 

 

BOOK 

 

『「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本』 

徳間書店 ２階一般 請求記号（498.39モ）  

  老いない脳の作り方を茂木健一郎さんが、記憶

力やメンタルトレーニングを羽生善治さんが教えて

くれる最強の１冊です。物忘れは脳の老化が原因

で、いつまでも若々しく保つためには楽をしないこと

が最大のアンチエイジングとのことです。 

『やわらかい頭の作り方』 細谷功；著  

筑摩書房 ２階一般 請求記号（141.5ホ） 

 

 
 ひらめきや発想が豊かな人のことを「頭が柔軟」

だと評し、そんな人物が社会では求められていま

す。頭が固いとはどんなことか、考え方や思考をど

んなふうに変えるとやわらかい頭になるのか、そん

な発想を促すための物事の捉え方を学びます。 

   

  

『できる大人も間違える！タブーの常識大事典』  

青春出版社 ２階一般 請求記号（049デ） 

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



 

         

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

質問： 氷で彫刻をつくるための資料が見たい。 

  

①検索機でキーワードに【氷彫刻】を入れて検索して、いくつかの資料を見つけた。 

596 ﾊ 『氷彫刻』 … 氷彫刻の基礎で、道具や氷の扱い方などがある。作品紹介あり。 

596 ﾊ 『日本氷彫刻大全』 …作品紹介あり。 ｐ316～氷彫刻の基礎知識。 

710 ｺ 『氷彫刻の世界』 …ｐ93～氷彫刻のテクニック紹介、チェーンソー、ノミ使用方法。 

世界大会の受賞作品や氷彫刻のあゆみなどあり。 

★資料を見ると、キーワードとして「氷細工」というのがわかった。これを追加して探す。 

料理の世界の演出方法として本が出版されていたことにお客様と一緒に驚く。 

寒い地方では、冬の風物詩としてなじみがあるが、全国的には料理演出技法である。 

 

②こんどは検索機に【氷 彫刻】と分かちを入れて検索してみる。 

710 ｺ 『氷彫刻の世界』 …ｐ93～氷彫刻のテクニック紹介、チェーンソー、ノミ使用方法。 

世界大会の受賞作品や氷彫刻のあゆみなどあり。 

 H710.87ナ『Ｖｉｓｉｏｎｓ ｏｆ ｔｈｅ ｍａｓｔｅｒ』…館内閲覧資料、おびひろ氷まつりで毎年、華麗な 

作品を制作している中村順一さんの作品写真集。 

 

③関連する資料がないか、同じ分類の棚を探す。 

710 ﾏ 『氷彫美』 … 氷彫刻の基本や道具の種類と用途 作品紹介あり。 

 

④インターネット情報も確認する。キーワードを〔氷彫刻〕で検索すると、 

団体や個人のサイトがいくつかヒットする。 

道具の紹介や制作の様子を動画でアップしているものもあった。 

キーワードに追加するなら、〔作り方／実演〕にすると事例がわかる。 

 

  

 

「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「こら忠次、いつまで寝てやがるっ」 

弥生三月、まだ夜も明けやらぬ早朝のことである。夜具にくるま

り、ぬくぬくと心地よい眠りについていた忠次の耳に、父親の寅鉢

の大声が響いてきた。 

 

②採点された考査用紙の束が返され、成績が廊下に貼り出された

日の校内には、興奮と嫉妬、羨望、突き放すような強気の無関

心が渦を巻く。授業は今日で終わり、明日は終業式だけという解

放感も手伝って、学校全体が騒がしかった。 

 

③胸の名札「かざわ」、そいつが、この夜のボスだ。コンビニの深夜

シフトは、大学生以上の男が二人でやることが多い。 

  

④山田よぉ、と低い声が私を呼んだ。 

出勤途中、実家に同じものがあるのに、装丁のかわいさに惹か

れてつい古書店の店頭で買ってしまった太宰治『ろまん燈籠』を

デスクに置き振り向くと、重田部長が立っていた。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『溝猫長屋祠之怪』 輪渡颯介 講談社 913.6ワタリ 

②『桜坂は罪をかかえる』 藤本ひとみ 講談社 913.6 フジモ 

③『明るい夜に出かけて』 佐藤多佳子 新潮社 913.6サトウ 

④『こちら文学少女になります』 小嶋陽太郎 文藝春秋 913.6 コジマ 

その 47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） みなさんから「こんな本ありますか？」とカウンターで、お問合わせの多い事

柄の調べ方を紹介していきます。自分で調べるときの参考になれば・・・。 


