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◆◆◆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 「夏休みの文章教室」 参加者募集 

【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 

【とかちジュニア文芸 

「夏休みの文章教室」参加者募集】 

◆よむ☆トショ（テーマ別オススメ資料） 

【大好きな犬と暮らす】 

【山の魅力】 

◆調べてみよう・レファレンス 

【かぎかっこ「」について】 

帯広市図書館 
〠080-0012 

帯広市西２条南１４丁目３－１ 

https://www.lib-obihiro.jp 

場 所：帯広市図書館 １階研修室/３階会議室 

申込期間：７月２日（火）～７月２１日（日） 

申 込：電話または直接来館（３階事務室） 

定 員：各先着２０名 

持 ち 物：筆記具・ノート 

【申込み・お問い合わせ先】 

帯広市図書館 
電話：0155-22-4700 

FAX：0155-22-4701 

ＨＰ 👉 https://www.lib-obihiro.jp 

【詩教室】 

７月２７日（土）  

１０時１５分～１２時１５分 

対象：小学生・中学生 

講師：佐竹宏子 先生，鈴木宏和 先生 

【短歌教室】 

７月２８日（日） １３時～１４時 

対象：小学４年～６年生・中学生 

講師：吉田真弓 先生 

【小説・童話教室】 

７月２７日（土）  

１３時３０分～１５時３０分 

対象：小学４年～６年生・中学生 

講師：豊田利一 先生，山﨑靖恵 先生 

【俳句教室】 

７月２８日（日） １４時～１５時 

対象：小学４年～６年生・中学生 

講師：髙松忠信 先生 

http://www.lib-obihiro.jp/mobile/mblindex.html


 

 

          

   

        

            

                 

   

   

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    

『山料理』 （596.4 ｺ） 

１Ｆ生活  小雀 陣二／著，永易 量行／写真  山と溪谷社  

登山の楽しみのひとつに食事があります。この本は、山でも簡単に作れる料理を

紹介しています。出来上がったものを持っていくのではなく、その場で調理したも

のを素晴らしい景色の中で味わうのも素敵ですね。 

 

『イヌの老いじたく』 （645.6 ｳ） 

２階一般  臼杵 新／著  ＳＢクリエイティブ  

犬を飼い始めるときに忘れてはいけない事、それは、犬も“老

いる”という事です。老犬が罹りやすい病気や最適なフード、

最期を迎えた時の心構えなどが、わかりやすく書かれていま

す。愛犬のために今からの準備をオススメします。 

ペットショップで、可愛い子犬に一目惚れをして犬を飼い始

めたという話をよく耳にします。犬を飼うときには、最期を迎

える日まで飼い主が責任を持つ覚悟が必要です。 
BOOK 

BOOK 

『犬から聞いた話をしよう』 （748 ｼ）  

２階浮世絵  椎名 誠／著  新潮社  

著者が世界中を旅して撮り集めた写真＆エッセイ集です。 

のんびりお昼寝をする犬やモンゴルの草原を馬と一緒に爆

走する犬など、著者が犬を好きなことが、写真や文章から伝

わってきます。心が癒されて、ほっこりした気持ちになれる本

です。 

『御朱印でめぐる北海道の神社』 （175.91 ﾁ） 

２階一般  『地球の歩き方』編集室／著   

ダイヤモンド・ビッグ社 

北海道内７６の神社とその御朱印を紹介。 

御朱印の見方や神社の基礎知識・参拝の方法など

をわかりやすく解説しています。 

御朱印を集めて、もっと幸せになってみませんか。 

『ときめくヤマノボリ図鑑』 （786.1 ｲ） 

２Ｆ一般  池田 菜津美／文，西田 省三／写真  山と溪谷社 

人はなぜ山に登るのでしょう？そんな疑問に答えてくれるのがこの本です。 

山の秘密や素敵なところなど、山の魅力や知識がいっぱい。山登りは体力的にち

ょっと…という人は、この本で登った気分を味わってみてください。 『星守る犬』 （913.6 ﾊﾗﾀﾞ） 

１階文学１  村上 たかし／原作，原田 マハ／著  双葉社 

幸せだった家族が崩壊し、お父さんは愛犬のハッピーを車の

助手席に乗せ、故郷を目指し旅に出るのだが・・・。途中でお

父さんは亡くなってしまいますが、決して側を離れなかったハ

ッピーの姿に涙が止まりません。ハンカチを用意して読むこと

をお勧めします。 

 

よむ☆トショ 

『地図で楽しむすごい北海道』 （291.1 ﾄ） 

２階一般  都道府県研究会／著  洋泉社  

なぜ札幌が巨大都市になったのか？なぜ世界唯一

のばんえい競馬がうまれたのか？ 

まだまだ知らない北海道の歴史がわかりやすく書か

れています。 

地図と地形で北海道１５０年がまるわかり！ 

 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

BOOK 

BOOK 

『百歳を超えた北海道人』 （748 ｺ） 

２階浮世絵  小森 学／写真・文  柏艪舎 

北海道内の百歳を超える男女５８人を紹介。 

１００歳を超えてもなお、書道や囲碁など人生を楽し

みながら生きる姿に尊敬の念を抱きます。 

表情豊かに写るモノクロ写真が印象的な一冊です。 

夏本番の７月ですね♪ 

図書館では、色々なイベ

ントをご用意しています。 

たくさんの方のご来館を

お待ちしています！ 

★☆★山の魅力★☆★ 

『北海道の草花』 （470.38 ｳ） 

２階一般  梅沢 俊／著  北海道新聞社 

北海道で見ることの出来る草花など約１９５０種類を

掲載した草花図鑑。 

特徴や見分け方などもくわしく解説され、写真も豊富

で見やすい一冊です。この本を持って、外に出かけ

てみませんか。 

 

『北海道民あるある』 （361.42 ｱ） 

２階一般  荒井 宏明／著，にゃほこ／画   

ＴＯブックス 

“ゴキブリは空想上の生物”“キビ団子は板の形”など

など…。北海道民のあるあるを気候・グルメ・地理な

どに分けて紹介した一冊。道民の人は「そうそう！」と

思わず言ってしまう話がいっぱいです。 

７月１７日は「北海道みんなの

日（愛称：道みんの日）」です。 

２Ｆ展示コーナーでは、「北海

道」に関する本の展示・貸出を

行います。 

どうぞご利用ください♪ 

『おいしい北海道やさい』 （612.11 ｶ） 

１階フードバレー  加藤 淳・そら／著  キクロス出版 

北海道の野菜はなぜ美味しいのでしょうか？ 

「キュンちゃん」がナビゲーターとなり、トウモロコシやタ

マネギ、アスパラなど北海道の代表的な２０種類の

野菜とレシピを紹介しています。 

 

『ソウルメイト』 （913.6 ﾊｾ）  

１階文学１  馳 星周／著  集英社  

チワワや柴犬など犬種の名前がタイトルになっている７つの物

語からなる短編集。震災で亡くなった母親の愛犬を被災地

に探しに行く息子の話や余命宣告をうけた犬のために、軽井

沢に移住し最期を看取った夫婦の話など、犬と人間の深い

絆や愛情が綴られた感動の一冊です。 

≪７月のカレンダー≫ 

□■□ 大好きな犬と暮らす ■□■ 

『熊が人を襲うとき』 （489.57 ﾏ） 

２Ｆ一般  米田 一彦／著  つり人社 

山で忘れてはならないことが、クマの存在です。山には色々な生き物が生息して

いますが、クマは人間に危害を与える可能性のある動物です。少しでも危険を

回避できるように、クマの生態について知っておくことが大切です。 

 

『絶景！世界の山小屋』 （786.1 ｾﾞ） 

２Ｆ一般  グラフィック社編集部／編  グラフィック社  

世界に様々な山があるように、山にも様々な小屋があります。宇宙船のような山

小屋から可愛らしい外観の山小屋まで、雄大な自然の中にポツンとたたずむ魅

力的な山小屋の写真が満載です。崖に建つ山小屋も必見！ 

 

BOOK 

BOOK 

BOOK 

BOOK 

 ７月は富士山の山開き、８月は祝日の”山の日”もあります。これからの季節にオスス

メな、登山や山料理、山の不思議など、”山”に関する本を集めてみました♪ 

 

本の紹介は… 『書名』・（請求記号）・本のある場所・著者名・出版社名の 

順番で表記しています。（※著者名が無い場合あり） 
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「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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その７６の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 調べてみよう！レファレンス 
図書館では、どのような手順で調べものをしているの？ 

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…。 

 

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） 

質問）原稿用紙の書き方で、会話中の≪「」（かぎかっこ）≫を始める位置と、句点≪。≫について。 

 

調査）感想文や作文などの文章の書き方や記号・符号についての資料を調査する。 

    検索キーワード：句（読）点／作文・小論文・（読書）感想文・文章 など 

 

回答） 

①“≪「≫を一番上のますに入れる 最後は同じますに≪。」≫を入れる” と記述のある資料 

・教科書『小学国語２上 ひろがることば』…Ｐ１１０ 

・Ｒ０３．１ベ４『ベスト教科事典 国語４』…Ｐ２３９  

・８１．６イ１『今すぐ作家になれる楽しい文章教室 1 作文が書ける』…Ｐ３４ 

・８１．６ス２『スイスイ！ラクラク！！読書感想文 小学３，４年生』…Ｐ１６ 

 

②その他 

・Ｒ８０１．９ク『句読点、記号・符号活用辞典。』… 

Ｐ７２ コラム〈括弧類と句点〉“学校の作文教育では会話文の末尾の終止には≪。」≫と指導” ”しか

し、現在、新聞・雑誌・一般書籍で≪「」≫の会話文や引用文の末尾の終止に≪「。」≫が打たれること

は多くない”とあり。 

Ｐ７７” ≪「」≫で括った会話や引用文・語句などを改行で示す場合、≪「≫は一字分下げるのが標準。

ただし、書籍や雑誌では半字分だけ下げる形や、１．５字分下げる形もみられる“とあり。 

①１平成、という時代があった。 

 一九八九年一月八日に始まり、二〇一九年四月三〇日に終わ

った、およそ三〇年と四ヶ月に及ぶ時代。 

 

②青年はジーンズをはいていた。 

 青みの強いジーンズだった。 

 ジーンズはそろーりそろりと動き、止まる。 

 

③「これは結婚できない呪いの秘薬」 

 その男は緑色の瓶の中身をぼくの頬に塗り終え、満足げな笑み

をうかべた。 

三十歳くらいのさも賢そうな男前で、ふだんはめったに笑わな

い。 

 

④生クリームはかたさではなく艶だと、じいちゃんは言う。 

 ゆるいと張りがなく、かたすぎるときめが粗くぼぞぼぞする。 

 どちらも色気に欠ける。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇◇◆◆◆◇◇ 

① 『ブルー』 葉真中 顕／著  光文社  913.6 ﾊﾏﾅ 

② 『美しい顔』 北条 裕子／著  講談社  913.6 ﾎｳｼﾞ 

③ 『すごろく巡礼』 松崎 有理／著  光文社  913.6 ﾏﾂｻﾞ 2 

④ 『西洋菓子店プティ・フール』  

千早 茜／著  文藝春秋  913.6 ﾁﾊﾔ 

 

 


