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その８７ 蔵書点検のため休館にご協力ください。 

 

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。 

【蔵書点検】 

★テーマ別オススメ資料 

【お江戸でござる】 

【魅力を引き出す聞く力】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【市民文藝作品募集】 

 

帯広市図書館 

蔵書点検のため休館します。 

５月２８日（水）～６月４日（水） 

休館前は拡大貸出・３週間/１５冊 

お問い合せ 

帯広市図書館 ☎0155-22-4700 

 

蔵書点検は図書館内のすべての資料、約４８万点を１点ずつ確認する作業です。館内

ＯＰＡＣやＷＥＢから資料の所在をスムーズに確認していただくために、資料が正しく収納

されているか、行方不明のものや破損しているものがないか、職員全員で点検します。 

期間中はご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解とご協力をお願いします。 

蔵書点検中もみなさまが読書を楽しめ

るよう、貸出上限・期限を拡大します。 
 
期間：５月１３日（火）～２７日（火）

利用者カード１枚につき１５冊まで、

期限を３週間に拡大します。 

 

なお、休館中も返却ポストに返却でき

ます。ただし、ＣＤやＤＶＤは破損の

恐れがありますので、開館中にカウン

ターまで返却してください。 

 

移動図書館バス「なうまん号」

は通常通り運行します。 



                      

 
                                     

 

 

          

 

        

          

                 

             

  

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 

 江戸時代のことを解説している本はたくさんありますが、近年出版されるものはカラー印刷の資料が増えてきました。そのころの生活や文化

などをイメージしやすく人気があります。教科書とは違う、江戸の庶民の生活や文化、風習を知りたいという時代小説ファンの広がりによって

わかりやすい解説本も増えてきています。小説の世界をもっと深く想像するための手引き書として活用してください。 

 

 

歴史研究も進み、新たにわかった事実を踏まえている資料など新しい 

『長く働いてきた人の言葉』  

北尾トロ 飛鳥新社 ２階一般 請求記号（366.29キ） 

 カラーイラストで江戸時代の暮らしを解説しています。武家の役

職や装束から、庶民の生活・着物が鮮やかに描かれています。 

江戸火消しの「纏」と「装束」が丁寧に紹介されています。ほとん

どの語句にふりがなが付けられているのもうれしい配慮です。 

BOOK 

 

BOOK 

 

『大江戸事件帖お散歩マップ』 お江戸歴史探訪研究会；著 

徳間書店 ２階一般 請求記号（213.61オ） 

江戸時代のセンセーショナルな事件が起きた場所を、現在の

地図で示すとどうなるのか？資料や地図、ストリートビューのよう

な写真で紙上体験できるおもしろさがあります。でも、やっぱり実

際に現地に行ってしみじみと時代の流れを思うのも一興です。 

BOOK 

 

『江戸時代の和菓子デザイン』 中山圭子；著  

ポプラ社 ２階一般 請求記号（383.81ナ） 

  和菓子の材料である白砂糖がとても高価であったため、花鳥

風月をかたどった美しい菓子は、裕福な上層階級のみが味わえ

る高級品でした。これらの菓子を注文する際に使われた、菓子

絵図帳をオールカラーで紹介しています。 

BOOK 

 

『お江戸あきない繁盛図鑑』 竜野努；著  

アスペクト ２階一般 請求記号（672.1 タ） 

 江戸時代にはたくさんの生業（なりわい）がありました。縁者も

財産もなく、自らの知恵と腕だけで生きていくための方法。常に

新手の商売を考案し勝負に出ていた町人たちの様子を、江戸

時代に描かれた図版から読み解き解説しています。 

 ４月２３日から「こどもの読書週間」が始まっています。 

１階こどもの本の森では、ムーミン作品を展示・貸出してい

ます。今後、折り紙教室や映画会などを予定しており、  

当日参加できるものばかりです。お気軽にお越しください。 

第６回中城ふみ子賞短歌作品募集は終了しました。 

５月から２階・３階の読書テラスを開放します。 

同じく、市民文藝（第５４号）の作品募集が始まります。 

５月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

アートディレクター佐藤可士和さんが「いま、会いたい人」３８人との対談。インタビュ

ーの前に相手のことをじっくり研究してから質問するタイプで、最初から奥の深い話が展

開されます。仕事について、これから実現してみせたいことなど濃い話です。 

BOOK 

『聞き上手 話し上手』  

佐藤可士和；著 集英社 ２階一般 請求記号（281.04キ） 

     お江戸でござる～江戸時代を探検～ 

 

四半世紀近くひとつのことを仕事にしている人たち１０人に、インタビューしています。 

新人時代の苦労や工夫、熟練してもなお、技術向上を追い求める姿。職業人たちにとっ

ては「普通のこと」でも、長く働いてきた人の経験がにじむ言葉ばかりです。 

『玄人ですもの 室井滋のオシゴト探検』  

室井滋；著 中央公論新社 ２階一般 請求記号（281.04ム） 

 こちらもお仕事拝見！の１冊。室井さんが生涯お目にかかれないような人選で、という

条件を出して始まった雑誌連載。麻薬Ｇメン、ライトアップ職人、噴火予知のエキスパー

ト、どのスペシャリストにも素直な好奇心で相手のふところに飛び込む楽しい本です。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 『ニッポンが変わる、女が変える』  

上野千鶴子；著 中央公論新社 ２階一般 請求記号（304ウ） 

 ３・１１を体験して、「ニッポン変わらなくちゃ」と感じた上野先生。各分野の女性たちと目

指す方向性や隠しきれない不安も含めて本音でぶつかっていきます。誰の言葉を信じれ

ばいいのか迷う時、彼女たちの話を参考にして考えを広げるきっかけにしては？ 

 

 

BOOK 

■□■□ 魅力を引き出す聞く力 □■□■ 
 ２０１２年書籍売り上げ１位、累計売上１００万部を記録した、阿川佐和子さんの『聞く力』（文

藝春秋）。この本の影響もあり、インタビューや対談をまとめた本が注目を集めています。対談

本の魅力は、聞き手の好奇心や敬愛から繰り出される質問が時として、相手の知られざる一面

を引き出し、読者に驚きと共感を届けてくれるところにあるのではないでしょうか？ 

『貧乏暇あり』 須賀章雅；著 

論創社 ２階一般 請求記号（024.8ス） 

札幌の古書店の須賀さん、店舗は持たず通信販売

で営業しています。お店の宣伝や古書店の仕入れ方

法、赤裸々な収支発表を、毎日ブログで公開していま

す。この本はそのなかでも厳選された、ドラマチックな

日の記録です。現在も古書須賀屋は営業中です。 

『本屋さんで本当にあった心温まる物語』 川上徹也；著  

あさ出版 ２階一般 請求記号（024.1 カ） 

  東日本大震災のとき、本屋をめぐるエピソードとして

有名になった「一冊のジャンプ」。このほか、本屋さんに

集まる人たちの思いやりがたくさん詰まった２８の出来

事。読み進めるうち、いつしか感動で涙が零れ落ちま

す。北海道発は留萌の取組が紹介されています。 

『文化の樹を植える。』  

ネコ・パブリッシング ２階一般 請求記号（024.06ブ） 

 蔦谷書店代官山店を先進モデルに「函館蔦谷書店」

と「武雄市図書館」が創られました。この本では、函館

蔦谷書店が誕生するきっかけとなった人たちにインタビ

ュー。コンセプトや将来の可能性などが語られていま

す。函館蔦谷書店は２０１３年１２月にオープン。 

  本屋さんを愛してやまない人たちが世界中にたくさ

んいます。世界各地の本屋さんをカラー写真で紹介す

る人気の写真集。登場する書店員たちの言葉はどの

方も熱く、自分の店の売りをたっぷり紹介してくれま

す。このシリーズは、現在３巻目まで刊行されました。 

BOOK 

 

『世界の夢の本屋さん①②③』  

エクスナレッジ ２階一般 請求記号（024セ 1.2.3） 

★
★
本
屋
さ
ん
に
行
こ
う
★
★
★ 

 

BOOK 

 

本屋さんの仕事や、特色ある書店

の紹介本は「本好き」の方に人気が

あります。いろんな本屋さんが元気

に営業している日々を楽しく読める

本をご紹介します。日本全国本屋さ

んめぐりの旅行もおもしろそうです。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『１２人の優しい「書店人」』 山本明文；著  

商業界 ２階一般 （024.1ヤ）  

  本が売れない時代と言われ、苦境に立たされて

いる書店業界。本屋大賞創設や電子書籍普及の

取組など、現在の業界が置かれている状況を１２

人の書店員が語ります。リアル書店が大好きで、

そこで勝負を賭ける人たちの奮戦記です。 

『那覇の市場で古本屋』 宇田智子；著 

ボーダーインク ２階一般 請求記号（024.8ウ） 

 

 

沖縄県那覇市の第一牧志公設市場のお向か

い、漬物屋さんと洋服屋さんに挟まれた３畳のス

ペース。仕事で東京から転勤してきた宇田さん

が、２年後には古本屋さんを開いたその理由

は？さすが本屋さん、文章がとても上手です。 

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 31 

 

 

『絵でみる江戸の町とくらし図鑑』 善養寺ススム；絵・文 

廣済堂出版 ２階一般 請求記号（210.5ゼ） 



 

        

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

市民文藝第５４号作品募集 
地域に根ざした独自の文化の創造・発展を期待して刊行されている『市民文藝』。５月１日（木）より、 

第５４号掲載の作品を募集しています。半世紀以上の歴史を持つ『市民文藝』、年齢制限はなく、十勝にお

住まいの方ならどなたでも応募できます。日頃から創作に親しんでいる方、これをきっかけに挑戦してみよ

うと思う方、みなさんの情熱溢れる作品をお待ちしております。締切は８月３１日（日）です。 

市民文藝第５４号は１１月刊行予定です。 

 

募集作品  

小説Ａ 小説Ｂ 戯曲・シナリオ 文芸評論 随筆  

ノンフィクション（生活記録・ルポルタージュ含む）  

童話 詩 短歌 俳句 川柳（各ジャンル文字数制限等があり） 

 

応募上の注意 

・応募作品は未発表作品であること 

・応募原稿は規定の様式があります（原稿用紙は図書館３階事務室で配布） 

（※パソコン等を使用する場合にも規定の応募原稿様式に準じて設定する） 

・応募原稿の末尾に「住所、氏名（フリガナを付記）、年齢、電話番号」を明記 

・ペンネームを使用する場合は本名を括弧書きすること 

・黒インクか黒ボールペンを使用すること 

・１作品につき４部複写し提出（応募原稿は返却しません） 

・入選作品の著作権は帯広市教育委員会に帰属 

 

詳しくは図書館内設置の応募要項、または図書館 ＨＰをご覧ください。 

お問い合わせ 帯広市図書館（０１５５－２２－４７００ 担当：安藤／医王田） 

 

 

「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抽選見合い結婚法が、来年四月一日より施行されることが決ま

った。対象は二十五歳から三十五歳までの男女で、前科や離婚

歴がなく、子供のいない独身者である。抽選方法は、本人の年

齢プラスマイナス五歳の範囲内で無作為とされている。 

 

②俺の月給は二十万円だ。そして年俸は三千万円。計算が合わ

ないのはなぜかって？俺は某一流企業の一流のダメ社員だ。そ

れも筋金入りの。だから二十八歳になっても月給二十万円。 

 

③そこは世界で一番小さなアーケードだった。そもそもアーケードと

名付けていいのかどうか、迷うほどであった。 

 

④その日も朝から晴れていて、涼しいのは早朝の少しの間だけ。日

が昇りきると、暑い日差しがじりじりと照りつけ始める。蝉たちもシ

ャワシャワと元気に鳴きだし、昼を過ぎると、真っ青な空に、大き

な入道雲むくむくと顔を出してくる。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『結婚相手は抽選で』 垣谷美雨 双葉社 913.6カキヤ 

②『被取締役新入社員』 安藤祐介 講談社 913.6アンド 

③『最果てアーケード』 小川洋子 講談社 913.6オガワ 

④『踊る猫』 折口真喜子 光文社 913.6オリク 

その 14の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

市民文藝第５４号 

作品募集がはじまります 

募集期間：５月～８月 


