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その１１８ 第７０回 読書週間 

 

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。 

【第７０回 読書週間】 

★テーマ別オススメ資料 

【「狩猟」の世界】 

【生誕１２０年 宮沢賢治】 

★調べてみよう・レファレンス 

【鮭トバのつくりかた】 

 

 

 

帯広市図書館 

お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 
 

ふたつのイベントともに会場は１階：多目的視聴覚室です。 

 

◇このほか館内では、いろいろなテーマ展示（貸出できます）を行います。 

１階 イベント展示コーナー ★日本ハムファイターズの選手がおすすめする本 

１階 企画展示コーナー ★作家の周辺 本の力 

◇さらに、１階エントラスン展示コーナーでは【日本ハムファイターズ】の選手が読

書に親しんでいる写真を展示します。特別撮りおろしのため、図書館でしか見るこ

とのできない写真もあります。ぜひ、ご来館ください。 

  

 

スペシャルおはなし会と
むかしあそび体験
１１月３日（木・祝）
１１：００～１１：４０

図書館友の会おひさまのみなさんによる
おはなし会。かみしばいやエプロンシアター

手遊びなどをおこないます。

こども映画会
１１月１３日（日）
１４：００～１５：１５

「チップとデール　リスの山小屋合戦」
いたずらだいすきなチップとデールの
楽しいおはなしを上映します。

なんと８本もあるよ。



                      

          
                                    

 

 

          

 

        

             

                 

             

   

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 

近年、日本各地で豬や鹿などの野生動物が畑や自然の生態系を荒らし、人間の生活圏にまで侵入してきて問題になっています。そのため

害獣を駆除する狩猟免許を若い人たちにも取得してもらいたいとの動きが活発化してきて「狩りガール」なんて言葉もあるくらいです。山奥に

分け入り常に危険と隣り合わせ、肉体的にも精神的にも厳しい猟師の世界。そんな場所にあえて挑戦していく若者たちの本も必見です。 

『宮澤賢治 雨ニモマケズという祈り』 重松清；ほか著  

新潮社 １階文学２ 請求記（910.268 ミ） 

 

どこまでが「命」で、どこからが「食べもの」で、いつから「おいし

そう」という物になるのでしょうか？「食べる」って何だろう？そんな

疑問から狩猟の世界に足を踏み入れたフレンチ料理家の挑戦で

す。命と向き合うことの厳しさとありがたみが伝わってきます。 

 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『猟師になりたい』 北尾トロ；著 

信濃毎日新聞社 ２階一般 請求記号（659キ） 

長らく東京でライター業をしていた著者がなぜか長野県で猟師

に！「猟師になろうと思う」「銃のレンタルはないの？」そんな家族

間での会話から始まった猟師生活。狩猟免許取得、銃の重さ、獲

物の探し方などの赤裸々体験レポート。 

 

 BOOK 

 

『羆撃ち』 久保俊治；著 

小学館 １階ヤング 請求記号（Y659 ク） 

まっしろな北海道犬「フチ」を従え、たった一人山奥で羆と向き

合う…。小樽で生まれ育ち、現在は標津町に在住。父親から猟を

教わり羆ハンターとして４０年以上を過ごした著者のノンフィクショ

ン紀行記。テレビドキュメンタリー「大草原の少女みゆきちゃん」の

お父さんとしても有名です。 

 

 

BOOK 

 

『猟師食堂』 田中康弘；著  

枻出版者 ２階一般 請求記号（659 タ） 

猟師自らがシカ、イノシシ、クマなどを仕留め、解体、調理し、

美味しい料理という最も良い形でお客様へ提供しているお店を

紹介。ジビエ料理は増えてはきていますが、猟師直営はなかな

かありません。なぜ、楽ではない猟をしてまで提供するのか、そ

の理由が分かります。解体写真あり。 

 

 寒さが一気に訪れ、初雪の便りも聞かれるようになってき

ました。第７０回読書週間が始まっています。今年は日本ハ

ムファイターズの選手がおすすめする宇宙に関する本の展

示などの企画が盛りだくさんです。ぜひ、ご覧ください。 

 かねてより募集していました、市民文藝第５６号の入選者

が決まりました。入選者一覧は図書館ホームページに掲載

しています。文藝誌は１２月３日に刊行予定です。 

 １１月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

賢治のことばを集めた本です。「命」「自然」「修羅」「永遠」の４つに分けて紹介されてい

ます。監修者は「悲しみの土壌から湧き上がってきたことばこそが力を持つ」と書いていま

す。災害等で心が折れそうになった時、励ましと希望を与えてくれる本の一冊です。 

 
BOOK 

『かなしみはちからに 心にしみる宮沢賢治のことば』 齊藤孝；監修  

朝日新聞出版  １階文学２ 請求記（917 ミ）  

    ■□■あなたの知らない「狩猟」の世界■□■

□ 

 

 

 

短くも鮮烈な生涯を知るのに最適な資料です。岩手の美しい四季の写真とともに、賢

治の実像を明らかにしています。賢治が愛し求めたものは何だったのでしょう？本書を

併せてお読みになれば、童話や詩がより面白く感じられることと思います。 

 
『ペンネンネンネンネン・ネネムの伝記』 宮沢賢治；著 

金の星社  １階ヤング 請求記号（Y918ニ 36）  

 叢書「日本の文学３６」、表題は「グスコンブドリの伝記」のちに「グスコーブドリの伝記」

に書きかえられた童話の原型です。世界全体の幸福を願って書かれました。他に７篇の

童話が収録されています。背景や研究・解説があり、わかりやすく鑑賞できます。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『宮沢賢治』 高橋順子；選・鑑賞解説 椎名誠；エッセイ 

小学館 １階文学２ 請求記号（911.56 ミ） 

 詩の作品集、思想や思考が凝縮して表現されています。東北の風土を感じる詩が多い

のは、故郷への愛を物語るものです。よく知られている「雨ニモマケズ」も収録されていま

す。動植物や宇宙についての研ぎすまされた感性を味わえる詩もたくさん載っています。 

 

BOOK 

〇●〇生誕１２０年★宮沢賢治〇●○ 
                 宮澤賢治は１８９６年（明治２９年）、岩手県花巻に生まれました。

３７歳で永眠するまで農業に貢献し数多くの童話や詩を創作しまし

た。今年は生誕１２０年に当たります。今なお愛される賢治の作品

をあらためて味わってはいかがでしょう。 

 

『長い猫と不思議な家族』 依布サラサ；著 

祥伝社 ２階一般 請求記号（767.8 イ） 

井上陽水さん、石川セリさん夫妻の子育てを娘の依

布サラサさんが振り返ります。サラサさんも娘を育てる

親になってわかったこと、両親が伝えてくれたことで大

事にしていることなどが語られます。柔らかく、優しい筆

致で読んでいて気持ちのよい１冊です。 

『その子を、ください。』 鮫島浩二；著 

アスペクト ２階一般 請求記号（367.3サ） 

 さまざまな事情で子どもを出産したものの育てられ

ない場合、特別養子縁組という選択があります。ボラン

ティアとして養子縁組の仲介に関わる著者が、いろん

な家族のカタチを紹介します。どの家族も子どもの幸

せを願い重い決断をしている姿に胸を打たれます。 

『ご先祖様はどちら様』 髙橋秀実；著  

新潮社 ２階一般 請求記号（288.2 タ） 

 歴史上の人物の末裔を辿る取材をしていた著者が、

「さて？自分は誰の末裔なのだろう？」と思い立ちルー

ツ探しをしていく過程です。戸籍の調べ方、ご先祖さま

に関する事柄の調べの困難さ、壮大なファミリーツリー

が完成していく様子に引き込まれます。 

衝撃的なタイトルですが、少子高齢化時代になり、

家族関係に悩みを持つ方は少なくありません。この本

では、「親に疲れた症候群」を病気として考え、家族を

どのように受け入れるかについての解決策を、医師が

提案しています。 

BOOK 

 

『親を殺したくなったら読む本』 石蔵文信；著  

マキノ出版 ２階一般 請求記号（367.3 イ） 
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BOOK 

 

内閣府では、家族を地域社会が

支えることの大切さについて理解を

深めてもらうために、１１月第３日曜

日を「家族の日」。その前後各１週間

を「家族の週間」と定め、この期間を

中心として理解促進を図っています 

BOOK 

 

BOOK 

 

『ふたり老後もこれで幸せ』 辻川覚志；著  

水曜社 ２階一般 請求記号（367.7 ツ）  

 ６０歳以上の方に生活満足度についてアンケー

ト調査した結果をもとに構成されています。長年連

れ添った夫婦が互いに年齢を重ねたことで生じる

不満や不安。私だけじゃないと心強い気持ちになり

ます。解消方法もあるので実践できます。 

『妻の顔は通知表』 天野周一；著  

講談社 ２階一般 請求記号（367.3ア） 

 

 

 「正しい亭主のあり方」を模索する著者。熟年離

婚に怯えながらも妻を幸せにする方法を探ります。

長年一緒なのだから言わなくてもわかる、ではだめ

らしいのです。離婚届が出現して手遅れにならない

うちに、夫婦円満の秘訣を知っておきましょう。 

   

  

『料理家ハンターガール奮戦記』 井口和泉；著 

朝日新聞出版 ２階一般 請求記号（659 イ） 

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



 

         

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

 

質問：鮭トバの作り方が載っている本はあるか 

 

①【鮭トバ】というキーワードで検索をしてもヒットする資料はなし。 

 

②キーワードとして、北海道／鮭／食品加工／保存食などを考えながら関連する書棚を目視で 

確認していく。 

今回は、北海道に関係するものなので、地域行政資料のコーナーで探すことにする。 

 

R588.03 ﾁ 12 『地域資源活用 食品加工総覧』 

           ｐ518 特徴的な加工品と加工方法  

★トバ（冬葉、アダチ） 図解はないが、作り方は掲載されている。 

 

596.3 ﾌ（H596.3 ﾌ） 『北の幸楽しむ薫製づくり』  

           ｐ38-39 サケ（トバ・生から）、サケ（トバ、一塩から） …図解なし。 

 

596 ｴ（H596 ﾎ） 『絵を見て作れる北国の手作り食品』  

           ｐ391 …鮭の燻製はあるが、トバはなし。 

 

619 ｽ     『すべてがわかる「乾物」事典』  

           ｐ125 干し鮭 …鮭とばの簡単な説明、栄養素と機能性成分あり。 

 

664.6 ｼｰﾍﾞﾂ 2 『食材魚貝大百科２ サケ・マスのすべて』 

           ｐ61 …ソフトとばの写真あり。作り方はなし。 

 

③インターネットの情報も参考にする。鮭トバ／作り方で検索、写真付きで紹介あり。 

胆振振興局 水産課 鮭の燻製トバ作り 

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sis/index.htm 

 

 

 

 

「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かつてハルク・ホーガンという人気レスラーが居たが私など、そ

の名を聞くたびにハルク判官と瞬間的に頭の中で変換してしま

う。 

 

②「おおおお！キタァァァァァァァー！」 

水氷里美はパチンコ台の前でガッツポーズを取った。 

 

③随分長く、随分遠くまで、離れてしまった。 

 「江戸上り」の楽士として、生まれ故郷の琉球を立ってからここま

で、ようやく半分。 

 

④我らが住居兼探偵事務所の玄関口には、インターフォンがつい

ていない。ドアチャイムや呼び鈴、ノッカーの類もない。 

したがって来訪者たちは、必然的に素手でドアをノックすることに

なる。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『ギケイキ 千年の流転』 町田康 河出書房新社 913.6マチダ 

②『偶然屋』 七尾与史 小学館 913.6 ナナオ 

③『彩は匂へど 且角と一蝶』 田牧大和 光文社 913.6 タマキ 

④『ノッキンオン・ロックドドア』 蒼崎有吾 徳間書店 913.6アオサ 

その 44の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

レファレンス（reference） 

参考・参照図書・問い合わせ・照会 

リファレンスともいう（『imidas』より） みなさんから「こんな本ありますか？」とカウンターで、お問合わせの多い事

柄の調べ方を紹介していきます。自分で調べるときの参考になれば・・・。 


