今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと
その１１1 第７回 中城ふみ子賞 作品募集

「生きる姿勢」を短歌に託して
第７回 中城ふみ子賞 短歌募集
帯広出身の歌人 中城ふみ子の功績をたたえて創設された「中城ふみ子賞」の
作品を募集します。テーマは自らの「生きる姿勢」を短歌に託した意欲的で力強
い作品です。応募締切は平成２８年４月３０日（土）です。
応募条件

未発表の作品 短歌５０首 応募はひとり１篇。応募作品の返却や訂正はでき
ません。入選作品の著作権は主催者に帰属します。

原稿形式

４００字詰原稿用紙（Ｂ４）にタイトルをつけて、原本１部とコピー３部を提
出。原稿はパソコン、ワープロ、黒インク、黒ボールペンを使用。
＊新旧かなづかいを明記 ＊原稿用紙には氏名などを記載しないで下さい。

応募方法

原稿用紙と別紙（郵便番号 住所 氏名 年齢 性別 職業（学校）電話番号
所属結社（所属している場合）を、郵送または直接持参。

出 詠 料

２０００円 作品に定額小為替を同封して郵送か口座振り込み（切手不可）
口座番号 帯広信用金庫 本店 普通１３７９９４６
口座名義 ナカジヨウフミコシヨウジツコウイインカイ
（支店名は本店です。2016.3.29 に訂正しています）
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を発信しています。

【第７回中城ふみ子賞】
★テーマ別オススメ資料
【小学生時代】
【何を食べてきたか】
★調べてみよう・レファレンス

【？マークの登場】
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梅内美華子氏 時田則雄氏

中城ふみ子賞 １名（賞状と副賞）
入選者の作品は、雑誌『短歌研究』８月号に発表
080-0012 北海道帯広市西２条南１４丁目３番地 帯広市図書館内
中城ふみ子賞実行委員会 電話 0155-22-4700

帯広市図書館

日 月 火 水 木 金 土

雪解けも一気に進み、春らしい陽気になってきました。
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３月はさまざまな１０周年記念事業を行いました。ご協力い
ただきましたみなさまに感謝申し上げます。
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さて、春は住環境など変化のある時期です。図書館の利用

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

者カードの情報（住所／電話番号など）に変更が生じた方
は必ず、１階カウンターでお申し出ください。現在の登録情
報を確認したい方もお気軽に声をかけてください。
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小学生時代
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☆★☆★何を食べてきたか★☆★☆
「好きな食べ物はなんですか？」と聞かれたら、食事のメニューであっ
たり、食材が思い浮かぶと思います。それぞれに好みの味があるよう
に、日本の食文化はとても豊かです。当館でも関連資料は、幅広く、さま
ざまなものを所蔵しています。
BOOK

彩流社 ２階一般 請求記号（383.81 シ）

４月のカレンダー

メロンパン、コロッケ、牛丼、カレー、オムライス、餃子。今では定番となったメニュー

色のついている日は休館です。

がどのように誕生したのか、文献によって明らかにしようとした地道な調査の記録です。
明治時代の料理書の記述など膨大な資料を引きながら食の歴史が紐解かれます。

入学式の季節、ぴかぴかの１年生が登下校する姿を見かけることも多くなります。今月は、小学校生活にスポットをあてた本を幅広く取り揃
えました。イマドキの小学校の勉強・給食・行事、保護者向けの本、懐かしの小学校生活など、どの年代の方にも共感できる「小学校時代」を
お楽しみください。図書館２階教科書コーナーでは、現在、帯広市内の小学生が使っている教科書も所蔵・貸出しています。
BOOK

『写真でわかるはじめての小学校生活』 笹森洋樹；ほか

小学校での生活を余すことなく写真で紹介しているお役立ちの

運動が苦手な子どもは自分の身体をどのように使えばよいか

１冊です。文字にはふりがながついていますので、親子で一緒に

わからないだけ、身体を上手に動かす感覚を身につける一番の

シュミレーションできます。集団生活で身に付く社会性や自立心

近道は「かけっこ」とのこと。写真が多く、具体的な声掛け方も解

が育つ導きが込められた内容です。

説されています。苦手を親子で克服する達成感が得られます。

子どもの未来社 ２階一般 請求記号（379.9 サ）
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大正から平成に十代を過ごした３９人が綴る食の体験。時代とともに食文化が変化し
てきたことが日常の食事から垣間見えます。食が豊かになり選択肢の増えた現代、滋
養を考え少しでも栄養のあるものをと考えた昭和時代、考えさせられる１冊です。
BOOK

『食べられる生きものたち 世界の民族と食文化４８』
「月刊みんぱく」編集部；編 丸善出版 ２階一般 請求記号（383.8 タ）
世界各地で研究のため現地の暮らしに飛び込んだ文化人類学者たちが、豊富な写真
で食文化を紹介しています。根付いた風習や生活習慣から継続されてきた食文化を知

『わが子を伸ばす小学生の勉強法』 佐々木勝男；著

BOOK

『残しておきたいこの授業』 横山験也；編著
PHP 研究所 ２階一般 請求記号（376.21 ヨ）

小学生の家庭教育に効果的な学習環境の整え方や保護者が

明治から昭和初期の子どもたちが通っていた尋常小学校では

できる支援などを紹介しています。教科書の効果的な使い方や

どんな授業が行われていたのでしょうか。国語、作法、算術、地

読書、夏休み自由研究へ発展させていくなど、子どもの好奇心を

理、図画の教科書を丁寧に解説しながら紹介しています。一部ク

満たしながら「学ぶよろこび」を得られる家庭学習の積み重ねの

イズ形式になっているので挑戦しながら読み進めるとより実感で

工夫を習得しましょう。

きるのではないでしょうか。

オレオレ詐欺やネット犯罪、「自

『新編 十代に何を食べたか』 平凡社＋未來社；編
平凡社 ２階一般 請求記号（383.81 シ）

河出書房新社 ２階一般 請求記号（782.3 ウ）

編著 合同出版 ２階一般 請求記号（376.2 シ）

BOOK

BOOK

『運動会までにどんどん子どもの足が速くなる』

BOOK

『ニッポン定番メニュー事始め』 澁川祐子；著

BOOK

分は大丈夫」と思っていても、突然
のことに動転してしまう、ということ
がないように、さまざまな災いを未
然に防ぐ知識を持って防衛しましょ
う。年配の方だけでなく、若い方に
も読んでほしい、危機回避本です。
BOOK

『迷惑メール、返事をしたらこうなった』 多田文明；著

イースト・プレス ２階一般 請求記号（365 タ）

BOOK

る手掛かりとなり、豊かな生きる力を感じることができます。
BOOK

『下級武士の食日記 幕末単身赴任』 青木直己；著
NHK 出版 ２階一般 請求記号（383.8 ア）
時は幕末、場所は江戸、紀州藩の酒井伴四郎、江戸藩邸勤務を命じられての単身赴
任。その時の日記を読み解き・解説を加えながら当時の外食や下級武士の懐具合までを
知ることができます。随所に節句や季節感を大事にしていた「粋」が見受けられます。

『その時どうする？最新ネット犯罪のすべて』
新星出版社 ２階一般 請求記号（368.66 サ）

BOOK

『SELF DEFENSE 「逃げるが勝ち」が身を守る』
武田信彦 講談社 ２階一般 請求記号（368.6 タ）

登録した身に覚えがないだけに不安で気になる

ＩＴが発達して便利になりましたが、新しい犯罪が増え

あらゆるシーンで想定される危険を察知する方法を

迷惑メール、受信設定を変更するなど対策を講じ

ているのも事実です。ネットに繋がない日はないという

解説しています。最低限の準備は「余裕を持って生活

ていると思います。これは「実際に返信したらどうな

ほど身近なツールだからこそ、しっかり対策を施して有

する」焦りは判断力を狂わせ、普段はしないような行動

るのか？」を自ら検証した著者の実録です。さまざ

意義に使いたいものです。どのように守るのかをわか

をとることにつながります。運命の分かれ道で良い選

まなケースが紹介されています。

りやすく説明した「セキリティ強化ガイド」も必見です。

択ができるよう、後悔しないための逃げ方です。

『ある日突然、詐欺にあったら、どうする・どうなる』
明日香出版社 ２階一般 請求記号（368.6 ア）

BOOK

『フルコースで備える！非常食』 hijoushoku.jp;編
日本食糧新聞社 ２階一般 請求記号（369.3 フ）

BOOK

『死なないための知恵』 上野正彦；著
イースト・プレス ２階一般 請求記号（368.6 ウ）

詐欺の被害対策は「まず、予防」と言い切る弁護

地震や台風などの災害時に備えて食糧を備蓄してい

監察医として死因を解明してきた著者が一歩進んで

士集団が書いた「詐欺被害対策本」です。驚くほど

るご家庭もあると思います。特に北海道では冬季間は

「予防」を念頭に書いた本です。自分の身を守るために

巧妙な手口に恐ろしくなりますが、知っておけば「待

雪害も予想されることから、非常食を準備しておくこと

必要なこと、家庭での事故から子どもを守る方法など、

てよ」と思う慎重さを持つことができます。世の中に

が求められるようになりました。買い置きしたい食品の

身近に潜む思いも寄らない危機を回避する方法も紹介

うまい話はありません。という言葉が響きます。

例や進化した非常食を知っておくのも重要です。

されています。

その 37 の段

レファレンス（reference）

©紀伊国屋書店新宿本店

参考・参照図書・問い合わせ・照会
図書館で調べものをするとき、司書はどんな手順で調べるのか公開します。

リファレンスともいう（『imidas』より）

質問 ？（クエスチョンマーク）や！（エクスクラメーションマーク）が日本で使われはじめたのは
いつごろのことか調べたい。

「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。
●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①R813.1 シ 『広辞苑（第６版）』 2008 岩波書店
？クエスチョンマーク→疑問符、！エクスクラメーションマーク→感嘆符、とあり、検索のキーワードに疑問
符・感嘆符を加えて探索していくことにする。
②百科辞典、広辞苑、国語辞典には、疑問符＝？/感嘆符＝！の説明があるのみ。
言葉の意味を調べるタイプのものでは用例が掲載されておらず、用例中心に探す。
③R813.1 ニ４ 『日本国語大辞典④』 2001 小学館
ｐ283 疑問符説明【日本文では明治２０年（1887）ごろから次第に広く用いられるようになった。】
R813.1 ニ３ 『日本国語大辞典③』
ｐ133 感嘆符説明【「！」の符号は、明治２０年（1887）ごろから二葉亭四迷、尾崎紅葉、山田美妙などに
よって使われはじめた。】用例として、『あひゞき』（二葉亭四迷訳）「それに此の雨だもの！」など
④R801.9 ク 『句読点、記号・符号活用辞典』 2007 小学館
ｐ29-38 多数の用例が紹介されている
【欧文での用法にならって明治２０年ごろから使われるようになったもの。】
⑤ふたつの資料ともにどの記号も、明治２０年ぐらいと出現時期は同じであり、二葉亭四迷、尾崎紅葉、山田美
妙を中心に資料を探す、欧文会話を翻訳したこと、文言文一致運動も関係してくると思われ、その周辺資料
をあたることにする。（③の資料で示されたことを更に深く調べていきます）
⑥910.26 シ 11 『近代文学研究叢書』 1959 昭和女子大学
ｐ327「言文一致」という一節のなか
ｐ330【幾度か訂正考案したる結果僅かに従来の地の文と言語を七分三分にちきまぜ それに欧文の「－」
「！」「？」などを加味して、僅かに成致し得たるものがこの花の茨の一章にして、子は之を言文一致
体と称せり。（『硯友社文学運動の追憶』早稲田文学２３２号、大１４．６）この「風琴調一節」以後「ふく
さづつみ」（明２０．１０）「武蔵野」（明２０．１１）「花の茨 茨の花」（明２０．１２）～】とある。

①田代有礼は、おかしな夢を見た。猿と見つめあう夢だ。サル目オ
ナガザル科のニホンザルだ。学名は Macaca fuscata-―。しか
し、ニホンザルにしては、ずいぶん大きいやつで、体格は十三歳
のアレイと競うほどだった。
②来るぞ。
隣から聞こえた呟き。肩を叩かれ、眞家春馬は頭から被っていた
ウインドブレーカーを静かに剥いだ。
③昨日の台風のせいだ。
落葉の季節にはまだ早いのに並木通りはプラタナスの葉を敷き
つめて、私の足音に高く乾いた伴奏をつけ足していた。私は信
号ひとつ分先を歩く女に、その音を聞かれはしないかと恐れた。
④青目川をご存じですか？
東京郊外にある、あまり大きくない川でして、架かっている橋はみ
な短いものです。その中に、ねこすて橋という、ちょっと変わった
名前の橋があります。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
①『天と土の方程式①』 富安陽子 講談社 91．３ トミヤ

⑦918.68 ヤ 9 『山田美妙集 第９巻 日本語表現 評論・随筆（一）』 2014 臨川書店
ｐ65「文章符号の解釈」（１８８９（明２２）１２月８日「以良都女」第３４号「雑纂」に掲載と注記あり）

②『タスキメシ』 額賀澪 小学館 913.6 ヌカガ

③『ギブ・ミー・チャンス』 荻原浩 文藝春秋 913.6 オギワ
④『猫は抱くもの』 大山淳子 キノブックス 913.6 オオヤ

