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その１３９ 夏休み文章教室のお知らせ 

 

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 

【手作りを楽しもう！】 

【美しい○○】 

★調べてみよう・レファレンス 

【十勝の松浦武四郎「碑」】 

 

 

帯広市図書館 

とかちジュニア文芸 第９号 

作品募集（十勝在住 小学生～１８歳以下） 

応募期間 ８月１日（水）～１０月１０日（水）必着 

応募・お問い合わせ  

帯広市図書館 電話０１５５－２２－４７００  

https://www.lib-obihiro.jp 

十勝に住む子どもによる文芸誌「とかちジュニア文芸」今年も作品募集が始まります。 

小説、童話、詩などの創作作品、発行を予定している文芸誌の表紙イラスト、両方を募

集します。作品応募のときに必要な「個人応募票」「短歌・俳句応募用紙」は図書館ＨＰ

からダウンロードすることができます。 

https://www.irasutoya.com/2014/07/blog-post_3020.html
https://1.bp.blogspot.com/-L0IgETW-DVQ/WGnPOQXqP6I/AAAAAAABA1k/jv1PTrTvRXcRRcDUFVc4HvYpZ_N6Ah1LgCLcB/s800/computer_note_good.png


        

 

 

          

 

        

            

                 

   

   

『美しい世界の傑作ミュージアム』 Ｍｄｎ編集部；編 

エムディエムコーポレーション ２階一般 請求記号（526.7ウ） 

 見る向きを変えるだけでさまざまな模様の変化を見せる万華

鏡。その秘密は筒の中にある鏡の角度、一つとして同じパターン

はなく飽きることがありません。作り方だけではなく、用語集や歴

史、体験できる施設の紹介など、万華鏡の魅力が詰まった１冊。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『笑顔こぼれるデコ和菓子』 鳥居満智栄；著 

淡交社 １階生活 請求記号（596.65 ト） 

クジラやマトリョーシカ、こいのぼりなど、手のひらサイズのかわ

いい和菓子が、電子レンジを使って簡単に作れます。基本の練り

切り生地を自由な発想で大胆にアレンジするデコ和菓子、インス

タ映えも狙えます。そして、もちろん全部食べることができます。 

 

BOOK 

 小中学校が夏休みになりました。元気に楽しんでいますか？大人も夏休みが取れたり、お盆の時期になり、家族で仲良く過ごす時間も多い

ことだと思います。今回は、子どもたちが少し背伸びをするワンランクアップの親子で楽しめ、取り組むことができる、大人向けの工作や料

理、手芸の本などを集めてみました。一緒に作業することで子どもたちの成長を感じることができます。 

 

BOOK 

８月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

 世界各国の植物園の中から厳選された４０ヵ所が紹介されています。建物や温室のデ

ザインが斬新で目を引きます。園ごとの PRポイントや開園時間・入場料もわかりやすく掲

載されています。植物園ならではのカラフルな写真を見て、気分は世界の植物園散歩。 

BOOK 

 

『かぎ針で編む和柄のざぶとん』  

アップルミンツ １階生活 請求記号（594.3 カ） 

『すごいトシヨリＢＯＯＫ』 池内紀；著  

毎日新聞出版 １階文学１（914.6 イケウ） 

 

『世界一うつくしい植物園』 木谷美咲；文 森田高尚；監修 

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（470.76 ｷ） 

毛糸の色を替えながら、こま編みをまっすぐに編んでいくだけ

で、フローリングや椅子に座るときに使いたい座布団ができます。

単純な編み方なので、子どもでも挑戦しやすく、市松模様や矢羽

根柄などの伝統的な文様に触れ合う機会になることでしょう。 

１９４０年生まれ、ドイツ文学者、池内紀さん、７８歳。

人生下り坂の７０歳から加齢による変化を記録してい

き、自分を心身から見つめることにしました。未知なる

老いを分析して、老人仲間の助言や若い人の意見を

取り入れながら快適Ｌｉｆｅを謳歌しています。すごく楽し

そうな悠々生活、参考にしてみては？ 

 歴史ある伝統的なミュージアムから最新の見て驚くようなエキセントリックなミュージアム

まで、世界中の博物館・美術館を紹介。斬新で個性豊かなデザインが溢れる写真がいっ

ぱい。この本を読んで世界中のミュージアムへトリップしてみませんか。 

  ■□□子どもと一緒に！手作りを楽しもう！■□■

□□■ 

 

 
 

 

大航海時代、ヨーロッパに他地域からさまざまな未

知のものが持ち込まれます。その風変わりな動植物の

多様性に魅せられたレオナルド・ダ・ヴィンチ、マーク・

ケイツビーら画家たちが描いた植物画がカラーで掲載

されています。すごく細かく隅々まで観察されていてあ

りのまままの姿が描かれています。 

『日本の美しい庭園図鑑』 大野暁彦／鈴木弘樹；共著  

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（629.21オ） 

BOOK 

 

『子どもとイベントで使えるカブリモノ紙工作』  

チャッピー岡本；著 小学館 ２階一般 請求記号（754.9チ） 

行事やイベントで使えるカブリモノの作り方を紹介。１枚の紙

から切り出して作るので、差し込みを外せばすぐに解体できま

す。かさばらずに、きれいに保管できるのもご家庭では助かるの

では。キュートで、心がハッピーになるカブリモノが大集合です。 

 

よむ 

『すごい博物画』 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｱｯﾃﾝﾎﾞﾛｰ；著  

笹山裕子；訳 グラフィック社 ２階一般（460.2ス） 

 

 

日本全国の自然豊かで美しい庭園をオールカラーで掲載。庭から溢れるほどの植物、

桜・蓮・紅葉など四季折々をどの季節も異なる趣を楽しむことができます。庭園の様式美

解説もあり、どこを見るか、どう見るかがわかりやすく説明されています。 

 

 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆ 

BOOK 

 

トショ 

BOOK 

 

『美しい和のガラス』 齊藤晴子／井上暁子；編者 

誠文堂新光社 ２Ｆ一般 請求記号（751.5サ） 

BOOK 

 

BOOK 

『日本全国このパンがすごい！』 池田浩明；著  

朝日新聞出版 １階生活（596.63 イ） 

 

 

８月になり、毎日暑い日が続いています。学生が夏休み期

間に入りましたので、図書館も連日、宿題・工作・自由研究な

どの本を探す子どもたちでにぎわっています。 

図書館内は環境に配慮した温度２８度に設定しています。 

１０月５日まで帯広市ではクールビズを実施しています。ご理

解、ご協力をお願いします。風が通る日は２階・３階のテラス

がオススメスポットです。涼しく読書を楽しめます！！ 

「すごいパン」は単においしいだけでなく、人を驚

かせ、魂を揺さぶり、元気にさせ、時に人生さえも変

えてしまう。度を越したパンオタクが全国で出会った

衝撃のパン屋さん５０軒が紹介されています。どれ

も素材と製造工程を試行錯誤しながら丁寧に焼か

れた逸品ばかりです。 

★★★★★★ 美しい○○ ★★★★★★   
                    本の題名に「美しい」「うつくしい」と入っているもの、表紙が素敵なも

の、写真や絵などが豊富に使われているもの。図書館のなかで、美しい

と思う本をどーんと一挙に展示・貸出します。最近の印刷技術の進化は

すごいなぁ～と思います。 

 

BOOK 

 

明治・大正・昭和のレトロでかわいいガラスがたくさん。グラスや皿などの食器だけでは

なく、おはじきや時計など幅広い用途で使われていたガラス製品を見ることができます。

ガラスの持つ透明感が伝わってくる見た目にも涼しげな１冊です。 

『箸はすごい』 エドワード・ワン；著 仙名紀；訳 

柏書房 ２階一般（383.88ワ） 

食事するための方法として世界には、箸族、フォーク

族、手食族と３つの流れがあります。箸は日本やアジ

アを中心に１６億人が常用する道具です。箸の歴史７０

００年を幅広い文献から考察し、箸文化を解きほぐして

いきます。日本に箸を伝えたのは小野妹子です。 

『日本のすごい味』 平松洋子；著 

新潮社 １階生活（596.04 ヒ） 

その土地で取れた食材を使って、土地の人に長きに

わたり食べ続けられている「すごい味」。食文化に造詣

が深い平松さんが生産者に会いに行き、「すごい味」の

ヒミツを訊きだします。老舗たる所以が垣間見えます。

ごまかしのない生産者の姿勢に感動します。 

BOOK 
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 本の題名に「すごい」が付いて

いる本がたくさんあるな～と思っ

たので展示することにしました。 

いろんな分野の「すごい」に触れ

てみてください。 

広辞苑：すご・い（凄い） 

 →程度が並々でない 

  

BOOK 

 

『１０万棟のビルを洗った社長のすごい掃除力』  
佐藤正和；著 白夜書房 ２階ビジネス（525.8サ）  

 
建物の外壁清掃会社社長による「すごい掃除」

の技術公開本です。室内と窓は定期的に清掃され

ていますが、案外と見落としがちな外壁。実は汚れ

が蓄積したりカビが発生し、くすんでいくそうです。

自分でできる自宅外壁掃除のコツもわかります。 

『はじめての手作り万華鏡』 山見浩司；著 

成文堂新光社 ２階一般 請求記号（759ヤ） 

https://1.bp.blogspot.com/-Mlk1J7vHsKg/U5hUhRVIamI/AAAAAAAAhKs/v32WnVjeizo/s800/kirakira6.png
https://1.bp.blogspot.com/-Mlk1J7vHsKg/U5hUhRVIamI/AAAAAAAAhKs/v32WnVjeizo/s800/kirakira6.png
https://2.bp.blogspot.com/-3At9ZNV72bo/WyWjbT3pjMI/AAAAAAABMuw/NtaxEBgiOgUFvNqiJaWhXbXfichlTU3dACLcBGAs/s800/job_art_choukoku.png
https://3.bp.blogspot.com/-h34fkpWCosw/Wn1Z-Ko7paI/AAAAAAABKQ8/TkhqFKpCjmMlNhmmIPkJ4mM5ozDA__lqwCLcBGAs/s800/kouseki_daiza_colorful.png
https://4.bp.blogspot.com/-2EcWSALLETA/Vt_t0rsGjxI/AAAAAAAA4pA/0KsBoLFe570/s800/business_group_happy.png


         

                                                        

   

 

 

 

                                 

 

 
 

「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 「このベンチってさ、俺が子供の頃からあるんだけどさ」 

「そうなのか」 

＜東楽観寺前交番＞の入口脇にはコカ・コーラの真っ赤な木

製のベンチがある。 

 

②大学受験でこっちが切羽詰まってる頃、上の姉が結婚するだの

しないだので大騒ぎしていたのを、すごく迷惑な話だと思ってい

たから、その姉が、離婚するだのしないだの、といって息子の尚

をつれて戻ってきた昨晩は、ムカムカしてよく眠れなかった。 

 

③中央線沿線のマンションで家内と二人暮らしをしているのだが、

先日から三人目の人影を部屋で見かけるようになった。 

 

④玄関ドアを開けると、暗闇からミャアと声がする。 

 「待ってろ」 

足下から俺をじっと見つめる二つの青いガラス玉に向かってそう

言うと、壁に指を這わせて明かりのスイッチを入れた。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『マイ・ディア・ポリスマン』 小路幸也 祥伝社 913.6シヨウ 

②『三人姉妹』 大島真寿美 新潮社 913.6オオシ 

③『私の頭が正常であったなら』 山白朝子 角川書店 913.6ヤマシ 

④『名称未設定ファイル』 品田遊 キノブックス 913.6シナダ 

 

その６５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） 

 

図書館では、どのような手順で調べものをすると良いのでしょう？司書が

調査の過程を公開します。みなさんが調べるときの参考になれば・・・。 

 

 

質問）松浦武四郎が十勝で立ち寄った地に建てられている碑についてまとまった資料はある？ 

 

回答）十勝地方で武四郎の碑があるのは４か所。 

H211.05 ｽ 『新版 武四郎碑に刻まれたアイヌ民族』中西出版 ２０１７（旧版も所蔵あり） 

P62音更町、P65清水町、P69新得町、P114中札内村、P221分布市町村一覧あり。 

【その他資料】 

H289.1 ﾏ 『松浦武四郎入門』…P124音更町・中札内村の 2 ヶ所掲載。（カラー写真） 

H213.2 ｵ 『帯広市史』…P988・989帯広・十勝の文学碑に松浦武四郎・音更町と記載あり。 
 

★音更町★ 

H213.15 ｵ 『音更町史』…P1033 鈴蘭公園「大正八年五月には～松浦武四郎歌を碑面とし、

裏面に帯広開拓の由来を彫った開町記念碑を建てた」とあり。P103４に写真あり。 

H213.15 ｵ 『音更百年史』P751…「初の和人探検者としてこの地に足跡をしるした松浦武四

郎の句碑を大正八年に建てている」とあり。写真なし。 

★清水町★ 

H213.16 ｼ 『清水町史』…P6「この楽しく愉快な史跡は現在の字人舞基線 278 番地で、～松

浦武四郎の史跡標を建てた。」とあり。P378「五、「松浦武四郎の地」の「史跡標」の更改」 

H213.16 ｼ 『清水町百年史』…P1248「史跡「松浦武四郎宿泊之地」」あり。写真あり。 

H213.16 ｼ 『清水町内石碑等調査報告書』…記載なし。 

★新得町★ 

H213.16 ｼ 『新得町史』…P31「佐幌川にでた武四郎は川を渡り、300～400 メートル下った佐

幌川南岸に宿泊している。場所は現在の字新内西 6線 188番地付近か、その近くの河川敷

であろう。」、P33「武四郎宿泊地の地碑」の写真あり。 

H213.16 ｼ 『新得町百年史』…P920 史跡銘板 松浦武四郎宿泊之地 昭和 62 年 11 月、史

跡標柱 松浦武四郎宿泊之地 昭和 62年 11月花崗岩碑石 とあり。写真なし。 

★中札内村★ 

H213.17 ﾅ 『新中札内村史』…P937「第三節 モチャルックの像と武四郎歌碑」「西札内ダム

堤体下流の小公園に、アイヌの像と、幕末の探検松浦武四郎の歌碑が建立されています。」

とあり。 

 

 


