今月の特集
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★帯広市図書館から、こんなことを
その１２０ 家読にチャレンジ ２０１６

冬休みは家族みんなで読書
うちどく

家読にチャレンジ！

２０１６

昨年、１００名以上の市内小中学生が参加してくれた「家読にチャレンジ」、この冬
休みも開催します。家読は家族そろって同じ本を読むことで、会話も増えて楽しい挑
戦です。お子さまの心の成長を感じることができる良さもあります。

発信しています。

【家読にチャレンジ！2016】
★テーマ別オススメ資料
【冬を楽しむ】
【支え合いの気持ちを広く】
★調べてみよう・レファレンス

【日本で最初に卵かけごはん】

参加してくれたご家族の感想として、「読書のきっかけになった」「親子の深い愛情を
感じられる本をわが子が選んでくれたことをうれしく思いました」などがありました。

では、さっそく、チャレンジの方法を説明します。
①冬休み中に、家族で同じ本をわくわくドキドキしながら読みましょう。
②お父さんとお母さんと一緒に読んだ本について話し合いましょう。
③「家読ノート」にそれぞれの感想を、小学生５冊以上、中学生３冊以上、
書いて帯広市図書館へ持って行きましょう。
④抽選で２０名様にプレゼントを用意しています。
★対象 帯広市内小中学生
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★しめきり 平成２９年１月２９日（日）
帯広市図書館３階事務室までお持ちください
★「家読ノート」は、帯広市図書館に設置しています。
なお、図書館ホームページからもダウンロードできます。

お問合わせ

帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館

新年、明けましておめでとうございます。本年も、図書館を

よむ☆トショ

たくさんご利用いただきますよう、よろしくお願いします。
市内小中学生を対象にした、「家読にチャレンジ！」や冬休
みの宿題などに、図書館資料をぜひ、ご利用ください。

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

１月は、こども映画会、おはなし会、人形劇などイベントをた
くさん用意しています。図書館内設置のチラシ、または、図
書館ホームページもご覧ください。
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●〇●支え合いの気持ちを広く〇●○
寄附、募金、クラウドファンディング、ある目的のため、助け合い
のために資金を集める行為は昔からありました。 個人の力で
は小さなことも、みんなの協力で大きな力にしていくことができる
社会参加について知り、考えてみませんか？
BOOK

『ファンドレイジングが社会を変える』鵜尾雅隆；著
三一書房

１月のカレンダー

■□■ 寒さへっちゃら、冬を楽しむ！！■□■

２階一般 請求記（335.8 ウ）

ＮＰＯなどが事業に必要な資金を社会から集める手段である「ファンドレイジング」の入

色のついている日は休館です。

門書です。単なる資金集めではなく、寄付者が寄付を通して社会的な課題を考えたり、一

□

緒に解決方法を探るきっかけとして近年、注目を集めています。

なにをするにも億劫になりがちな寒い冬。除雪やツルツル路面に気持ちもどんより・・・。子どものように冬を楽しめない！と思っている方も

多いのでは？そんな時にお薦めの本を集めてみました。読む、作る、探す…何でもいいのです。自分だけの楽しみ方を見つけてみません
か？あたたかくなる方法を極めたり、冬の今しかできないことを帯広に住んでいるからこそ楽しむ！という気持ちで「さあ、チャレンジ！！」
BOOK

『かぎ針編みのかわいいルームシューズ』

BOOK

BOOK

東洋経済新報社 ２階一般 請求記（369.14 コ）
最新の心理学では、自分でお金、物品、スキルなどを使うよりも、他者に使ったほう

『ぐつぐつ、お鍋』 阿川佐和子；ほか３６名

が、幸福度が高いことがわかってきたそうです。本書は無理をせず、楽しみながら「寄

河出書房新社 １階文学１ 請求記号（914.6 グツグ）

アップルミンツ １階生活 請求記号（594.3 カ）
ルームシューズを履いているだけで、寒さの感じ方が違う！と

よせ鍋、チゲ鍋、おでん、すき焼き…などなど、お鍋に関するさ

思いませんか？本書には、かわいいものから暖かそうなもの、大

まざまな作家のエッセイが収められた作品集。レシピ本ではない

人から子供用まで、あらゆるルームシューズの編み方がでていま

けれど、読み終わると必ずお鍋が食べたくなる、この時期にぴっ

す。お気に入りの一足を作って、寒～い冬を乗りきりましょう。

たりの１冊です。

『世の中を良くして自分も幸福になれる「寄付」のすすめ』 近藤由美；著

付」をするための方法を紹介しています。
BOOK

『あなたが救える命』 ピーター・シンガー；著 児玉聡/石川涼子；訳
勁草書房 ２階一般 請求記号（369.14 シ）
諸外国の寄付事情をまとめた一冊です。経済的に豊かな日本がある一方で、極度の
貧困状態で暮らす国の人々もいます。私たちが貧困を解決するために具体的にできる行

BOOK

『雪の色』 吉村和俊；著

BOOK

フォトセレクトブックス ２階浮世絵 請求記号（748 ヨ）
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『バスボムレシピ』 篠原由子；著

動を提示しています。

河出書房新社 ２階一般 請求記号（576.7 シ）

公園のすべり台、ポスト、自動販売機…日常の何気ない風景

寒い冬、お風呂が楽しみという方も多いのでは？この本には、

が、雪の中におさまると不思議な色彩世界に生まれ変わります。

身近な材料ばかりで出来るバスボム（入浴剤）がたくさん紹介され

雪国でしか味わうことのないその風景を、自分でも見つけてみま

ています。自分だけのオリジナルバスボムを作って、身体の芯か

せんか。

ら温まりましょう。

２０１７年（平成２９年）は酉年、

BOOK

十二支のなかで唯一、翼を持つ
干支です。大空を飛翔する一年
にしたいものです。
そんな酉に関するいろいろな本を
紹介します。
BOOK

『酉年生まれは、富んでいく人』 宮西ナオ子；著
三五館 ２階一般 請求記号（148.8 ミ）

BOOK

『プロボノ 新しい社会貢献 新しい働き方』 嵯峨生馬；著
勁草書房 ２階一般 請求記号（369.7 サ）
お金の寄付ではなく、ビジネスなどで培ったスキルを活用してＮＰＯなどをサポートする
ボランティア「プロボノ」について書かれた一冊です。自分の特技や趣味がもしかしたら役
立つかもと思わせてくれます。

BOOK

『たまご大事典 改訂版』 高木伸一；著
工学社 ２階一般 請求記号（648.3 タ）

BOOK

『フクロウ飼いになる』 コンパニオンバード編集部；著
誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（646 フ）

酉年の人は先見の明があり、予知的な思考と行

鶏卵のすべてがわかります。物価の優等生と言わ

くりっとした大きな瞳、森の賢者と呼ばれる首を傾げ

動力で時代を先取りしていく性質があるそうです。

れる値段の決め方、良い卵の選び方、黄身の色で栄

てじっと思索するような佇まい。そんな姿にフクロウの人

酉年有名人は、黒柳徹子・タモリ・吉永小百合・大

養は違うのか？などなど。気になるコレステロールとの

気が高まってきています。ハリーポッターのように腕に

竹しのぶ・福山雅治・柴咲コウ・星野源さんなどが

関係もわかります。冬休みの自由研究にもぴったりな

止まらせてみたいと思いませんか？フクロウの飼育を

います。

身近な卵のことについて調べるができます。

夢みたら、ぜひ、読みたい本のひとつです。

『なぜニワトリは毎日卵を産むのか』 森誠；著
こぶし書房 ２階一般 請求記号（648.3 モ）

BOOK

『レース鳩 知られざるアスリート』 吉原謙以知;著
幻冬舎ルネッサンス ２階一般 請求記号（646.5 ヨ）

BOOK

『最新 鶏料理 さばき方から加熱までがよくわかる』
柴田書店 １階生活 請求記号（596.33 サ）

大学教授が生徒が眠らないように考えた、おもし

１００キロから１０００キロ離れた場所から自分の巣

飲食業界で働く方向けの少しレベルの高い専門書で

ろくてためになる講義が１冊の本になりました。鶏卵

【鳩小屋】まで最短で到着する時間を競う鳩レース。

すが、鶏肉料理のレシピが８２品も掲載されています。

をめぐる古今東西のエピソードを資料をふんだんに

唯一の専門書です。鳩はなんと時速１２０キロで飛ぶこ

すべての工程がカラー写真で紹介されているのでプロ

示しながら、ただのうんちく話に終わらせない。大学

ともあるそうです。小さなアスリートたちの驚くべき能力

の技を盗めるチャンスかもしれません。見ているだけで

の授業にふさわしい知的好奇心が満たされます。

や鳩レースの魅力がたっぷりと詰まった１冊です。

も、おいしそうな焼き色に食欲がそそられます。

その 46 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
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

リファレンスともいう（『imidas』より）

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・・・。

「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。

質問：岸田吟香が最初に「たまごかけごはん」を食べた。というエピソードが有名なようだが、
この話の出典はなんだろう？（出典＝故事・成語・引用語などの出所である書物）
★確かに、ネットでは岸田吟香が「日本で最初に生卵をご飯にかけて食べた人」として、ウィキペディアな
どで紹介されている。（岸田吟香＝明治時代の新聞記者、実業家、岸田劉生の父）
ウィキペディアの注釈を手がかりに調査を開始する。

①『明治初期の記者岸田吟香翁』 ｐ23-25 萩原又仙子（国会デジタルライブラリー）
引用【新聞の宣傳といふ名目で關西中國へ序に自製の目薬精錡水の販賣をも兼用で長い旅行をされた
翁は毎朝、旅舎の朝飯に箸をつけず、兼て用意したものが左無くば旅舎に云付けて鶏卵三四を取
寄せ、食すだけの温飯一度に盛らせて鶏卵を皆打割り、カバンから焼鹽と蕃椒（とうがらし）を出し、
適宜に振かけ鶏卵和（けいらんあへ）にして喰されたものだ。】

②778.8 オ 『考証要集 秘伝！ＮＨＫ時代考証資料』 大森洋平 文春文庫
ｐ199 卵焼きの項目に情報あり。同好史談会編『漫談明治初年』（批評社、３８３頁～）

③『漫談明治初年』 同好史談会 春陽堂 昭和２年（1927.1）国会デジタルライブラリー
ｐ383 「明治初年の新聞記者」 萩原有仙子

①③ともに読んでいくと［萩原さんが語るエピソード］で内容はほとんど同じである。
新聞の宣伝のため関西に行ったとき、旅館の朝食を断って、温かいご飯に生卵、そして塩とトウ
ガラシで「卵かけごはん」にして食べたということである。
【日本で生卵をかけて食ふことは、此の人が一番早かったでせう。】と萩原さんは結んでいる。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①ドアノブを握った瞬間に違和感を覚えた。
いつもとなにかが違うような感覚。ただ、こういうことはときどきあっ
て、多くは気のせいにすぎなかったりするのだ。
②東京・北千住の一角に弓島大の生家はあった。さほど大きい敷
地ではないが、祖父が建てた和洋折衷の小さな家と、向かい合
うように建てられた平屋で純和風の家。
③あのね、おとっつあん。
あたし、おとっつあんに聞きたいことがあるんだ。
ずっと聞きたいと思ってて、でも長い間、聞けないでいる事なの。
④猫が二匹行儀よく並び、揃って右手を大きく挙げていた。高松秀
子を見つめるその黒目は、お昼前にもかかわらず、まん丸だっ
た。それはそうだ。どちらも作り物である。招き猫なのだ。
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『シャルロットの憂鬱』 近藤史恵 光文社 913.6 コンド
②『スローバラード』 小路幸也 実業之日本社 913.6 シヨウ

③『まことの華姫』 畠中恵 角川書店 913.6 ハタケ
④『天晴れアヒルバス』 山本幸久 実業之日本社 913.6 ヤマモ

