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その 8１ 市民文藝発刊 

 

 

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。 

【市民文藝第５３号発刊】 

★テーマ別オススメ資料 

【気分をチェンジ◆模様替え】 

【愛しき♥わん子とにゃん子】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【読書週間のはじまり】 

 

帯広市図書館 

市民文藝 第５３号 

１１月３０日（土）発刊 

販売価格 １０００円（税込） 
取り扱い場所 

帯広市図書館（３階事務室）／有田書店／オカモトカルチュア（ＴＳＵＴＡＹＡ）／くまざわ書

店・帯広藤丸店／札幌弘栄堂書店帯広店／ザ・本屋さん／宮脇書店帯広店 

お問い合せ 

帯広市図書館（☎０１５５－２２－４７００） 

 

５月から８月に募集していました「市民文藝」には、小説・随筆・詩・短歌・

川柳などの９つのジャンルに１０１名から１２５４点の作品応募がありまし

た。ありがとうございます。 

編集委員会による選考会議の結果、７５名の方の作品が入選作として選

ばれました。（入選者の一覧は、図書館ホームページに掲載しています） 

入選作を掲載した「市民文藝第５３号」は１１月３０日発刊予定です。 



                      

 
                                     

 

 

           

 

        

           

                 

             

  

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 

秋から冬へ、洋服や寝具も冬仕様にチェンジしたら、ついでにお部屋の模様替えも・・・という気分になっている方も多いと思います。漠然と

頭の中では考えていても何をどんなふうに替えていいかわからないと迷っていらっしゃる方のヒントになる本を集めてみました。消費税増税前

におうちを新築、リフォームされる方にもおすすめです。模様替えした部屋で新年を迎えるのも素敵ですね。 

 

『犬の伊勢参り』 仁科邦男；著  

平凡社 ２階一般 請求記号（175.8ニ） 

ブロカントとは、フランス語で、古道具、ガラクタ、職人の手

内職などという意味なのだそう。素敵な古道具に魅了された

人達が、愛すべきフレンチレトロとのとっておきの暮らしを提

案。自分流の作り方を簡単に紹介したページもあります。 

 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『COLORFUL LIVING (カラーフルリビング)』  

文化出版局 ２階一般 請求記号（757.8 カ） 

 切っても切り離せないインテリアと色の関係。くつろぎの空

間での安らぐ色、スモールスペースでの元気な色。心地いい

色を使った美しい部屋の様子は、いい意味で刺激になりま

す。また、色の組み合わせや分量も参考になる一冊。 

 

 BOOK 

 

『カフェのようなシンプルインテリア』  

主婦の友社 １階生活 請求記号（597 カ） 

 
“カフェのような家で暮らしたい！”と思っている方におすす

めなのがこちらの本。お気に入りのものに囲まれて、それだ

けではなく、すっきりとしたおうち作りを目指すヒントがいっぱ

い詰まっています。巻末にはカフェのガイド付き。 

 

BOOK 

 

『北欧フィンランドのヴィンテージデザイン』  

アンナ－カイサ・フースコ；著 パイインターナショナル  

２階一般 請求記号（757.02 フ） 
“1940～70 年代のインテリア雑貨とデザイナー”という副題

のついた本書は、フィンランドで出版された本の日本語版。家

具や食器、プリントテキスタイルデザインはもちろんのこと、生

活文化史も学べ、読み応えもたっぷりです。 

 

 １１月１０日まで読書週間行事を行っています。 

今年の標語「本と旅する 本を旅する」にちなんだ本の展

示（１階特集展示）、子どもたちが絵本と出合う笑顔いっぱ

いの「えほん記念日写真展」（１階ロビー）開催中です。 

 冬季間の図書館内の温度設定は２０度にしています。 

この冬も節電へのご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、部屋ごとに室温を上げることができないシステムで

運営しております。ひざ掛けなどご持参ください。 １1月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

人の数より猫（もちろん野良）が多いといわれる田代島。土産物屋もなく観光地でもあ

りませんが、猫好きには魅力たっぷり。この島も東日本大震災では大きな被害を受けま

した。しかし復興に一役買ったのも猫たち（猫たちは知るはずもありませんが）でした。 

 
BOOK 

『石巻・にゃんこ島の奇跡』 石丸かずみ；著  

アスペクト ２階一般 請求記号（369.31 イ） 

 

 

気分をチェンジ◇模様替え 

６２回目の式年遷宮の年に当たる今年、参拝者でにぎわっている伊勢神宮。その昔、

犬も伊勢参りをしていたとの記録があります。なぜ犬がお参りするようになったのか、現

在お参りしなくなった経緯は？犬の本としてだけではなく歴史書としても楽しめます。 

 

 
『犬とネコとわたし』 「犬とネコとわたし」発刊委員会；編 

文芸社 ２階一般  請求記号（645.6 イ） 

 犬と暮らせば犬との、ネコと過ごせばネコとの、野良と接すれば野良との、その一瞬そ

の時間に物語が生まれます。笑いあり、涙あり、不思議あり、現在進行形の物語、思い

出となってしまった物語、会話無き会話、そんなお話を集めたエッセイ集です。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『カリンとフーガ日本初のプードル警察犬』 プードルスタイル編集部；編 

辰巳出版 ２階一般 請求記号（317.75 カ）  

  警察犬といえばシェパードやコリー、ラブラドール等の犬を思い浮かべますが、鳥取県

で採用されたのは二頭のトイ・プードル！かわいらしい彼女たちの奮闘ぶり満載の一冊で

す。ちなみに今年は夏用の制服を着用して任務にあたったそうです。 

 

BOOK 

○●○愛しの♥わん子とにゃん子●〇● 
ペットフード協会の調べ（平成２４年度）によると犬は約１６％、猫は約１０％の家庭で飼われ

ていると統計がでています。「ペット」というよりは、家族の一員「わが子」として可愛がっている

家庭が多いのではないでしょうか。犬派の方、猫派の方はもちろんのこと、動物がちょっぴり苦

手な方でも楽しめる本を集めました。 

 

『あきらめない』 村木厚子；著 

日経ＢＰ社 ２階一般 請求記号（289.1ム） 

 「郵便不正事件」で無実の罪で逮捕、拘留された村木

さん。身に覚えのないことで責められ追い詰められた

日々を支えたのは、旦那さんをはじめとした家族でし

た。村木さんの半生と旦那さんとの日々を静かな筆致

で記しています。 

『「夫婦」はもっと仲良くなれる』  

河出書房新社 ２階一般 請求記号（367.3 フ） 

  結婚はしたけれど、心が微妙にすれ違っている。と悩

んでいる方にはこんな考え方もあります。夫婦問題の

専門カウンセラーがふたりの関係を修正していく方法

を具体的に紹介しています。「夫婦はいつでも、いつま

でも仲よくあっためなおすことができる法則」 

『夫婦善哉（完全版）』 織田作之助；著 

主婦の友社 １階新着 請求記号（913.6オダ） 

 どんなに甲斐性なしの旦那でも別れられない仲の夫

婦の象徴として語り継がれ映像化もされた作品。大阪

の法善寺横丁で一人前のぜんざいを２つのお椀で出

すことから名づけられました。６０年ぶりに発見された

幻の続編を併せて完全版としてお楽しみください。 

 夫であり作家の吉村昭の闘病生活を描いた『紅梅』

で妻としての後悔を滲ませていた津村さん。この本は

吉村氏の死後に書かれたエッセイを収録。生活のなか

のふとした瞬間に立ち上る夫の影を丁寧に静かに綴っ

ています。共に歩んだ５０年が見えるかのようです。 

 

BOOK 

 

『夫婦の散歩道』 津村節子；著  

河出書房新社 １階文学１ 請求記号（914.6ツムラ） 

★
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BOOK 

 

１１月２２日はごろ合わせから「い

い夫婦の日」。１９８８年に提唱され

はじめました。最近では、この日に入

籍する方も増えています。「いい夫婦

の日」をすすめる会により、さまざま

な企画が開催されています。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『だれだってネオパパ』 あいはらひろゆき；著

岩崎書店 ２階一般 請求記号（499.1 ク）  

  ＮＥＯ（ネオ）とはギリシャ語で新しいを意味しま

す。この本は「子育ては母親に」という価値観を

覆し、「積極的に父親であることを楽しむ」メリット

を子育て中のパパが語ります。父親になったこと

で意識が変わっていく心の流れが読めます。 

 
『６０歳のラブレター 感謝』 ＮＨＫ出版 

２階一般 記号（367.3ロ 12） 

 

 

 ２０００年に始まった夫から妻へ、妻から夫へ

愛を込めたラブレター公募の作品集です。手紙

だから書けるストレートな言葉に積み重ねてきた

年月や情愛が透けて見えます。こんなにも素敵

な愛を叫ぶ夫婦になりたいものです。 

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 

        

 

『ブロカントのある暮らし』 tutto；著 誠文堂新光社 

２階一般 請求記号（756.8ブ） 

 



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

第６７回 読書週間 本と旅する 本を旅する 

10月 27日～11月 9日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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。 

「ほんのまくら」というのは、「書き出し＝まくら」に見立て紀伊国屋書店

で展開している読書フェアのアイディアを参考にしています。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○● 

 

①赤茶色の液体に箸を入れると、黄色く丸いものが浮かんできた。

さつまいも、と心の中でつぶやく。箸でつまむとほろりとくずれる。 

 

②娘に、彼氏がいる。 

薄々は感じていた。はっきりとそう言ってはいなかったが、休日に

デートを重ねていることは察していたのだ。 

 

③どんな絵本がすきでした？ 

そう尋ねられたとき、世界が反転するような気持になりました。 

自分にも小さいときがあったんですね。 

 忘れていました。そして、思い出しました。 

 

④かつてこの七人は一つの馬車に乗って世界中をふらふらと旅し、

でも魔王を倒す旅は終わってそれぞれがそれぞれの場所に戻

り、それぞれの三年を経て久しぶりの再会を果たした、という感じ

が案外近いのかも知れない。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『キオスクのキリオ』 東直子 筑摩書房 913.6 ヒガシ 

②『娘の結婚』 小路幸也 祥伝社 913.6シヨウ 

③『ふたつめの庭』 大崎梢 新潮社 913.6オオサ 

④『東京ホタル』 中村航 ポプラ社 913.6８トウキ 

その 8の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

帯広市図書館活用編 

読書の秋 

読書週間のはじまり 

読書週間のはじまり 

終戦の２年後の１９４７（昭和２２）年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこちに残っているとき、「読

書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、出版社・取次会社・書店と図書館が力をあわせ、そし

て新聞や放送のマスコミも一緒になり、第１回「読書週間」が開かれました。第１回「読書週間」は１１

月１７日から２３日でした。これはアメリカの「チルドレンズ・ブック・ウィーク」が１１月１６日から１週間で

あるのにならったものです。各地で講演会や本に関する展示会が開かれたり、読書運動を紹介する

取組が行われています。 

１０月２７日から１１月９日（文化の日をはさんで２週間）になったのは、第２回からです。それから６０

年以上が過ぎ、「読書週間」は日本中に広がり、日本は世界のなかでも特に「本を読む国民」の国とな

りました。                                   （公益社団法人 読書推進運動協議会より） 

 

ちなみに・・・なぜ、秋？ 

 唐時代の詩人韓愈（かんゆ）が「符読書城南秋」という詩の中で、涼しく夜も長くなり、読書勉学に適

した頃であると詠んだことが「読書の秋」の由来ではないかとされています。『角川俳句大歳時記 秋』

（請求記号 911.30カ）より。 

このほか、読書週間が秋に開催されているから読書の秋というイメージが定着したとの説もあります。 

しかし、「読書の秋」というフレーズは１９１８（大正１８）年９月２１日読売新聞紙上にて登場しており、

「読書の秋 図書館通ひの人々 読書と世間」という記事が確認されています。 

 

知るおもしろさ、読む楽しみを体感できる秋となるといいですね。 

図書館の中にもいろいろなテーマ展示があります！ぜひ、手に取ってご覧ください。 

 

 

 


