
 

 

 

 

 

 第６回 中城ふみ子賞 決定 

 
 

 

  

 

 

 

     

  

          

 

 

       

             

 

ＣＩＴＹ 

ＬＩＢＲＡＲＹ 

よよ
むむ
よよ
むむ  

☆☆  

タタ
イイ
ムム
ズズ  

2014.8 vol.92 

 

その９０ 中城ふみ子賞 

 

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。 

【中城ふみ子賞 決定】 

★テーマ別オススメ資料 

【夏を楽しもう！】 

【手続きの疑問、解決】 

★図書館をもっと身近に暮らしの

なかに 

【ふるさと再訪のご案内】 

 

帯広市図書館 

中城ふみ子賞は、没後５０年となる平成１６年に創設されました。募集内容は短歌５０首という、歌

人としての力量が試される文学性の高いものでありますが、全国及び海外から２１１編もの応募があ

りました。応募作品を３名の選者（佐伯 裕子氏、米川 千嘉子氏、時田 則雄氏）が選考し、この選考

結果を踏まえ、賞にふさわしい下記の作品を「中城ふみ子賞」に決定いたしました。 

賞の贈呈につきましては、中城ふみ子の命日である８月３日に、とかちプラザ １階大集会室にて、

午後３時から執り行われます。 

なお、受賞作品は雑誌『短歌研究 ８月号』（７月２０日発売）に掲載されています。 



                      

 
                                    

 

 

                

 

        

          

                 

             

  

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 

忙しい現代人にとって夏休みやお盆休みが取れる夏は、とても待ち遠しい季節です。帰省やお墓参りなど、家族で過ごす機会も多く楽しみ

にしている方もたくさんいると思います。夏まつりや花火大会、海や山でのキャンプなどイベントが盛りだくさん、そんな夏を楽しむために参考

になる資料を集めてみました。夏バテ防止のための健康維持方法もご紹介します。 

 

『図解わかる定年前後の手続きのすべて 2013-14年版』  

中尾幸村/中尾孝子；共著 新星出版社 ２階一般 請求記号（364.3ナ） 

暑い夏に気を付けたいのが夏バテです。水分補給を気にする

ぐらいで、これといった改善策は講じていないものです。この本を

参考に夏バテしない身体づくりにチャレンジしてみてはいかがで

すか？症例別に原因と対策が載っているので解りやすいです。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『花火のふしぎ』 冴木一馬；著 

ソフトバンククリエイティブ ２階一般 請求記号（575.98サ） 

夏の夜空を七色に彩る美しい花火、家族や恋人と・・・だれもが

楽しめる夏の風物詩です。花火の歴史や種類、つくり方、打ち上

げ方を解説。花火師たちのたゆまぬ努力に心をうたれます。 

日本各地、選りすぐりの花火の写真もオールカラーで掲載。 

 

BOOK 

 

『最強！涼野菜レシピ』  

河出書房新社 １階生活 請求記号（596.37サ） 

  涼野菜って聞いた事ありますか？身体の中の余分な熱を出す

働きがある野菜のことです。中医学では、身体にこもった熱が病

気の元と考えられています。身近な涼野菜をたっぷり使ったレシ

ピを紹介。忙しい人にお勧めの作り置きレシピも載っています。 

 

BOOK 

 

『ひんやり氷の本』  

池田書店 ２階一般 請求記号（451.68 ヒ） 

夏はかき氷、熱が出た時は、おでこの上の氷のうにと普段何

気なく使っている氷ですが、実はとても奥の深い物質だったの

です。氷の不思議や魅力、謎がつづられています。ふわふわの

かき氷の作り方やお酒をおいしくする氷の使い方も紹介されて

います。 

 

暑い日が続いていますが、夏バテせずに夏を楽しんで

いますか？図書館も夏休みの学生で大賑わいです。 

今月の展示は、夏をもっともっと楽しむための本と各種手

続きの疑問を解決する本です。 

市民文藝の作品募集の締め切りは、８月３１日（日） 

必着となっています。図書館への持ち込み、郵送いずれ

の場合も３１日に必ず到着するようにしてください。 

８月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

福祉サービスを利用するための手続きの内容・方法などをわかりやすく説明している

本です。年金・成年後見など高齢者福祉の基本的知識も図を多用して丁寧に解説。健

康で生活上不安がなくても知っておくと安心な知識となるでしょう。 

BOOK 

『福祉の法律と手続き』  

三修社 ２階一般 請求記号（369.12 フ） 

    夏を楽しもう！ 

 

定年前に調べておくべきこと、定年と同時に手続きをしなければならないことなど、定

年後の備えをしておくには、一度読んでいただきたい一冊。年金・健康保険・雇用保険・

税金など退職後の人生設計を検討するための参考書になっています。 

 
『相続と贈与がわかる本 2013-14年版』  

成美堂出版 ２階一般 請求記号（345.53 ソ） 

自分が死んだ後「うちはこの家と土地しかないし、子どもたちは普段から仲が良いの

で準備の必要はない。」と親世代は考えていても、残された家族は故人の遺志を尊重し

たいのが本音。贈与や相続について、この本を参考にしっかり決めておきましょう。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『市民後見人の理念と実際』 岩間伸之ほか；共著編集 

中央法規出版 ２階一般 請求記号（369.26シ） 

認知症の人の後見は家族が後見人となり身上監護するのが一番です。しかし、その環

境が揃わないケースも多く、第三者の支援が必要になります。市民がそれぞれ力を合わ

せ後見活動の仕組みづくりがはじまりました。「市民後見」の内容がよくわかる本です。 

 

 

BOOK 

□■◆手続きの疑問、解決◆□■ 
 経済的に困った時、生活環境が変化した時、頼りになるのは公的サービスです。 介護保険

や生活保護、高齢者医療や年金、成年後見や相続など、自分や家族のために使うためには、

それぞれの関係官公署との手続きが必要です。役立つことは分かっていても、なんだか難しそ

う・・・と考えている方におすすめしたい、わかりやすいものばかり集めました。 

 

 

『最新病気別検査と手術』   

主婦と生活社 ２階からだ 請求記号（492マ） 

 病院通いは縁がなければそれに越したことはないの

ですが、不調の際には検査が必要になります。医療機

器と技術の発達で進化している最新の「身体にやさし

い」治療法と検査を、病気別にわかりやすく紹介してい

ます。病院嫌いの方にぜひ、おすすめしたいです。 

『不整脈・心臓病の治療と暮らし方』 伊東春樹；著 

法研 ２階からだ 請求記号（493.23 イ） 

  医者からなんらかの心臓疾患を指摘されたら・・・。医

療機関の指導と自らが病気に立ち向かう勇気と知識で

治療を進めることが求められます。治療の内容を詳しく

説明し、心臓を守る生活の提案が紹介されています。

生活に関わるご家族と一緒に読みたい本です。 

『ＡＥＤ街角の奇跡』 ダイヤモンド社ビジネス企画 

２階からだ 請求記号（492.29ダ） 

 公共施設はもちろん、最近では駅やコンビニ、学校な

ど人が多く集まる場所で、設置されているＡＥＤ（自動

体外式除細動器）。医療機器ではありますが、簡単な

使用方法で心臓のリズムを正常に戻すことができま

す。ＡＥＤが救った奇跡の物語集です。 

 心筋梗塞は自覚症状がほとんどないうちに進行し、

ある日突然発作に襲われる病気。万が一のことを考え

て不安になる方もいるでしょう。聖路加国際病院の心

臓スペシャリストたちによるこの本は、大きな文字、豊

富な図で、心臓疾患をやさしく解き明かします。 

BOOK 

 

『ゼロからわかる狭心症 心筋梗塞』 川副浩平；著 

世界文化社 ２階からだ 請求記号（493.23 カ） 
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 ８月１０日は、ハートの語呂合わせ

から日本心臓財団と厚労省（厚生労

働省）が１９８５年に【健康ハートの

日】として定めました。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『健康診断の検査値の読み方がズバリわかる本』 

ＰＨＰ研究所 ２階からだ （492.1ケ）  

 健康診断の結果が届いても、見慣れない単語

や単位が並んでいてよくわからない。そんな時に

はこんな本があります。数値の読み取りかたを理

解するのに役立つ本です。自分の健康について

しっかり考え予防に努めましょう。 

 
『不整脈の不安と疑問に答えます』 山下武志；著  

メディカルトリビューン ２階からだ 請求記号（493.23ヤ） 

 

 

 不整脈は怖いと思っていませんか？その９割

は安心な病気です。不整脈とはどんな症状か、

知ることで不安を安心に変えることができます。

自分でできるリズム診断や医者に伝わる症状説

明の方法なども参考になります。 

日 月 火 水 木 金 土 
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『ホントはコワイ夏バテ５１の対策』  

日東書院本社 ２階一般 請求記号（498.3ホ） 



 

        

                                                          

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

ふるさと再訪～十勝と馬と文学と～ 

★十勝では昔から生活に欠くことのできない存在として、馬たちがいました。馬が登場する 

文学作品や馬文化に関わりのある施設を見学します。講師に旋丸巴さんをお迎えしての 

開催です。本別町・鹿追町・帯広市をバスでめぐります。 

期 日；平成２６年９月１２日（金）９：００出発 

対 象；十勝管内在住の方  

定 員；３０名（往復はがきにて申し込み） 

参加費；４６０円（神田日勝記念館入場料） 

持ち物；お弁当/歩きやすい靴/雨具 

申し込み締切；８月２８日（木）必着 

          申し込み多数の場合は抽選となります。 

詳しくは館内のチラシをご覧ください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

「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僕が人生の真理に初めて触れたのは保育園に通っていたとき

だ。年長のある時期、僕は下ばかり向いて歩いていた。近所の

神社の秋祭りで百円玉を拾い、それに味を占めて、お金が落ち

ていないか、いつも探していた。 

 

②昔馴染みと紅花染は色がさめてもきがのこる、などと言いました

ね。わたしが住んでおりますこの辺りはやたらとお寺が多く、目に

映るすべてのものに古き薫りが残っている情緒溢れる町です。 

 

③ガシャッ！ 

ゲートが開いた瞬間、六頭の馬が、宙を舞うように長い脚を繰り

出した。 

 

④夕鷹は人が嫌いだった。 

いや、嫌いというより、苦手といったほうが正しい。そもそも人を嫌

えるほど、これまで誰かと深く関わったことはないし、憎しみを抱く

ほど他人を強く意識したこともない。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇ 

①『あぽわずらい』 新野剛志 文藝春秋 913.6シンノ 3 

②『オール・ユー・ニード・イズ・ラブ』 小路幸也 集英社 913.6シヨウ 9 

③『風の向こうへ駆け抜けろ』 古内一絵 小学館 913.6 フルウ 

④『はるか遠く、彼方の君へ』 安澄加奈 ポプラ社 Ｙ913ア 

その 1７の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 
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ふるさと再訪・十勝と馬と文学と 

お申込み・お問合わせ 

帯広市図書館 

〒080－0012 

帯広市西２条南１４丁目３番地  

℡０１５５－２２－４７００ 


