今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなこと

とかちジュニア文芸 第７号
作品応募の締め切りは１０月１０日（月・祝）
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・応募のきまりが守られていないものは受付で
きません。

★応募要項は図書館内に設置しています。
★短歌・俳句の専用の応募用紙、作品と一緒に提出する
応募票は図書館ホームページからダウンロードするこ
ともできます。
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【とかちジュニア文芸】

【神話の世界へようこそ】

十勝に在住している小学生から１８歳以下の世代を対象にした、文芸作品
（小説・童話・戯曲・詩・短歌・俳句）の公募コンクールを開催中です。
入選作品は「とかちジュニア文芸」第７号に掲載されます。
今年は、文芸誌の表紙絵も募集しています。
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を発信しています。

その１１７ とかちジュニア文芸 応募締切せまる

帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館

秋の穏やかな気候になってきました。
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日 月 火 水 木 金 土

１０月２７日～１１月９日は第７０回読書週間です。図書館で
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も読書に親しむための資料の紹介・展示はもちろんのこと、
いろいろな行事を準備しています。その一例として・・・。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

音声ガイド付き映画会（２日）、朗読会（８日／１５日）、マタ
ニティファミリー向けおはなし会（２６日）などがあります。
くわしくは図書館内チラシ、ホームページをご覧ください。
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〇●〇●神話の世界へようこそ〇●〇●
物質的に満たされ、高度情報化社会に身を置きつつも、時には、
超自然的・幻想的な世界観に憧憬と畏怖の念を持ち続けている私
たち。秋の夜長のひと時、神秘的で不思議な神話の世界を紐解い
てみませんか？
BOOK

ナツメ社

１０月のカレンダー

がたくさん出版されています。目標のため、健康のため、と目的はさまざまですが、意識的に取り組むことでよい結果があらわれると期待して
気になる○活に挑戦してみてはいかがでしょう。

２階一般 請求記（164 シ）

神話の世界が脈々と流れているさまざまな国や地域の世界遺産に選ばれた場所にス

色のついている日は休館です。

ポットをあてた本です。遺産の概要を解説しつつ、各遺跡にまつわる神話を紹介していま
す。豊富な写真や神話があなたを古代世界へ誘ってくれることでしょう。

就活・婚活・妊活・保活・転活・終活・涙活・朝活・菌活・腸活・・・まだまだある○活、に注目しました。人生〇活だらけ？と驚くほどに〇活本

BOOK

『神話で訪ねる世界遺産』 蔵持不三也；監修

BOOK

『西洋異形大全』 エドゥアール・ブラゼー；著 ダコスタ吉村花子；訳
グラフィック社 ２階一般 請求記（388.3 ブ）

『涙活でストレスを流す方法』 寺井広樹/有田秀穂；共著

BOOK

ずっと昔から人々に親しまれ、また時に恐れられ続けてきた、西洋の神話や伝説等

『俺たち妊活部』 村橋ゴロー：著

に登場する異形たちを紹介した興味深い一冊です。妖精・幻想動物などの異形たちを、

主婦の友社 １階生活 請求記号（599.2 ム）

主婦の友社 ２階一般 請求記号（498.39 テ）
日々たまって行くストレスをあなたは、どのように解消していま

著者夫婦が不妊治療を経て子どもを授かるまでの道のりが綴ら

すか？色々な方法がありますが、意識的に涙を流す「涙活」もそ

れています。クリニックでの感想や治療過程、お互いを気づかう夫

のひとつです。涙ソムリエが選んだ泣ける映画・音楽・書籍が詳し

婦の姿にホロリとします。男性側のリアルな本音も掲載。暗くなり

く紹介されています。「涙のツボ」をぜひ、探してみて下さい。

がちな内容ですが随所に笑いがあり一気に読むことができます。

多数の図版とともに解説しています。天使とは…、吸血鬼とは…、魔女とは…？
BOOK

『オリーブの歴史』 ファブリーツィア・ランツァ；著 伊藤綺；訳
原書房 ２階一般 請求記号（617.9 ラ）
旧約聖書の「ノアの箱舟」エピソード、大洪水のあとにハトがくわえてもどってきたもの
は、そう、オリーブの枝でした。神話や宗教の中で、象徴的で重要な役割を担ってきた“オ

BOOK

『僕の死に方 エンディングダイアリー５００日』 金子哲

BOOK

雄；著 小学館 ２階一般 請求記号（289.1 カ）
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『出張料理 おりおり堂 卯月～長月』 安田依央；著
中央公論新社 １階文学１ 請求記号（913.6 ヤスダ）

若くして亡くなった流通ジャーナリスト金子哲雄氏の最後の著

主人公は、結婚を夢見る３２歳の澄香。ひょんなことから「出張

書。スーパーのチラシを見るのが日課だった子ども時代から予

料理 おりおり堂」でクールな天才料理人、仁の助手として働くこ

命宣告をうけても死の間際まで仕事を続けた最期までが綴られ

とになります。目にも美しい旬の料理や季節の移ろいが文章を通

ています。奥様が書いたあとがきには、ご夫妻の揺るがない愛

して鮮明に伝わってきます。澄香と仁の今後の恋愛模様が楽しみ

情が、何気ない言葉のやり取りから感じとられ胸に響きます。

な、婚活を応援したくなるほっこりする物語です。

エッセイとは、自由な形式で気軽

BOOK

に自分の意見などを述べた散文の
ことを言います。新聞や雑誌などに
も掲載されています。今月は作家
のエッセイ集に焦点をあてて展示・
貸出します。本音炸裂に意外な素
顔が見えてきます。
BOOK

『息子に贈ることば』 辻仁成；著
文藝春秋 １階文学１ 請求記号（914.6 ツジ）

BOOK

リーブという植物”。その起源と歴史、利活用や文化との関わりなどについて説きます。
BOOK

『物語と伝説の植物』 榛原昭矢；著
新紀元社 ２階一般 請求記号（623.04 ハ）
神話・童話・映画など、物語に登場する植物を紹介し、現実の植物として育てる方法を
伝授する目新しい園芸書です。それぞれの物語と植物の逸話は読み物としても十分楽し
めます。さて、本書を読後のあなたの関心は、植物の方？それとも物語の方？

『モーロクのすすめ １０の指南』 坪内稔典；著
岩波書店 １階文学１ 請求記号（914.6 ツボウ）

BOOK

『ありきたりの痛み』 東山彰良；著
文藝春秋 １階文学１ 請求記号（914.6 ヒガシ）
又吉、羽田の両氏が芥川賞受賞時に直木賞を受賞

パリで息子とふたりの生活になった辻さんからこ

俳人ねんてん先生による老いの心得集です。６７歳

ぼれたつぶやきをまとめたものです。「精一杯生き

になっても心は２０歳のときと変わらず、毎日がわくわく

る」という言葉が随所に見られ、ちょっとした失敗や

することの連続と未知との遭遇をユーモアたっぷりに

骨太な作品とは違う案外とおちゃめな人柄が垣間見

うまくいかないことと折り合いをつけながらも前に進

綴ります。新聞連載をしていたため季節の話題が豊富

えます。直木賞受賞からはじまるお祭り騒ぎの怒涛の

む姿に勇気がもらえます。

で折々の空気を楽しむことができます。

日々編は読んでいるだけでも目が回る忙しさです。

『一○三歳、ひとりで生きる作法』 篠田桃紅；著
幻冬舎 １階文学１ 請求記号（914.6 シノダ）

BOOK

『七つの空、二つ水』 東直子；著
キノブックス １階文学１ 請求記号（914.6 ヒガシ）

した東山さんの映画評論とエッセイをまとめた１冊。

BOOK

『二度寝とは、遠くにありて想うもの』 津村記久子；著
講談社 １階文学１ 請求記号（914.6 ツムラ）

現役最高齢と言われる美術家の桃紅さんの随筆

広島出身の東さんが郷土の中国新聞に連載してい

自称「気安い顔」の芥川賞作家津村さんの日常は家

集。短歌や日本画を引き合いにしながら創作の源

たエッセイです。短歌と歌人を紹介しながら、季節のう

のなかで物を観察することに始終している。と言っても

やこれまでの生き方、老いてからの現在の心境な

つろいを言葉にしていきます。旅先のエピソードが多い

過言ではないほど、エッセイを読むたびに妙な安心感

ど、読者の年代によってハッとさせられる部分は違

のも特徴的です。歌人の目に映るものが、３１文字に

を得ることができます。「そうそう」と共感しながら、時に

えど教養と含蓄のある言葉に背筋が伸びます。

凝縮され読者の想像力を刺激します。

爆笑の発作に襲われます。

その 4３の段

レファレンス（reference）
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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）

「続きが気になる本。」ございます。

調べる方法を紹介していきますので、参考になれば・・・と思います。

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。

質問：十勝石の歴史や、採れる場所が分かる本。
①この質問も小学生から一般の大人まで幅広い方から聞かれる事柄です。
今回は調べるキーワードにコツがあります。十勝石＝黒曜石、北海道では十勝石でも通用す
ることがありますが、書籍やインターネットで調べる場合には黒曜石という名称のほうが一般
的であることを押さえておきましょう。
②しかし、図書館の検索機（ＯＰＡＣ）で【黒曜石】をキーワードに検索をかけても十勝石について
記載がある本は見つけることができませんでした。これは、本のタイトルや目次に【黒曜石・十
勝石】という言葉が採用されていないせいです。
③地質学、岩石誌の書棚から現物の本を見て探すことにしました。
２階一般（大人向け）
２１１．３ ト 『十勝の郷土ガイドブック』 ｐ４９ 十勝石の説明がちょっとだけ
４５５．１１ ト 『十勝のジオサイト』 ｐ７８ 黒曜石の説明
４５５．１１ ト 『十勝の自然を歩く』 ｐ６８～６９ 説明
４５８．２１ ワ 『石ころ採集ウォーキングガイド』 ｐ１８～１９ 十勝石が採れる居辺川
４５８．２１ ワ 『日本の石ころ標本箱』 ｐ１４～１７ 十勝石が採れる幕別町、居辺川、音更川
４５９ ア
『鉱物・岩石入門』 ｐ１６５ 黒曜石の説明
５６１．１１ チ 『地球の宝探し』 ｐ２４～２５ 十勝石（白滝村で採れる場所の説明）
館内資料
『帯広百年記念館紀要第３４号（2016）』ｐ１～２０ 十勝石ヒストリー
こどもの本の森（児童）
４５．８ ワ
『川原の石ころ図鑑』 ｐ１０に、十勝川で見つかる石に黒曜石
④どの本も説明文の量は少しでしたが、資料それぞれが異なる内容であったため、当初の目的
を果たすことができました。歴史という視点では、帯広百年記念館の紀要は十勝石の名前が
知られる過程を丁寧にまとめたもので質問者が満足する内容でした。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①子供の頃、よく本を買ってもらった。
一人っ子で、本さえ与えてもらったら大人しくしていたせいもある
のだろう。母は月に一度、わたしを本屋に連れて行って、一冊の
本を買ってくれた。
②「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
を浮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。
③からからからから・・・・・・
そんな硬質な音が、リノリウムの廊下を進んでゆく。
患者が運ぶ点滴スタンドの車輪の音だ。その音が、扉が開放さ
れたままになっている入口に吸い込まれていく。
④「ありがとうございます。カバーをお掛けしますか？」
その言葉が終わらないうちに、男性客は文庫本とお釣りをひった
くるように受け取って、店を出て行った。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『モップの精は旅に出る』 近藤史恵 実業之日本社 913.6 コンド
②『代書屋ミクラ すごろく巡礼』 松崎有理 光文社 913.6 マツザ

③『図書館ホスピタル』 三萩せんや 河出書房新社 913.6 ミハギ
④『書店ガール５』 碧野圭 ＰＨＰ研究所 Ｂ913.6 アオノ５

