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１２５ 市民文藝、作品募集

発信しています。

【市民文藝・作品募集】

あなたの作品が掲載されるチャンス

★テーマ別オススメ資料
【あま～い 和菓子】

第５７回

市民文藝・作品募集

【絵本作家の創作の秘密】
★調べてみよう・レファレンス

半世紀以上の歴史ある「市民文藝」、今年も作品応募を開始します。
帯広市、および十勝管内にお住いの方、かつて住んでおられた方であれば 、

【蝦夷三絶とは？ 】

どなたでも応募できます。（年齢制限はありません）
小説・戯曲・文芸評論・随筆・ノンフィクション・童話・詩・短歌・俳句
川柳の全１０ジャンルがあります。
応募作品は規定の枚数・行数・首数・句数及び字数を超えないよう注意してくだ
さい。（タイトル除く）１作品につき１部原本、３部コピー、計４部を提出して
ください。なお、応募原稿は返却しません。
募集要項（応募票付き）は図書館内に設置しています。そのほか、図書館ホーム
ページに掲載しております。作品応募の際には応募票の添付が必要です。

募集期間

ＬＩＢＲＡＲＹ
ＣＩＴＹ
2017.6 vol.126

５月２日（火）～８月３１日（木）必着

市民文芸賞・受賞者が教える「作品講座」
６月１８日（日） １４：００～１５：３０
とかちプラザ

３階 研修室３０６

定員４０名（受講は無料ですが、申し込みが必要です）

お問合わせ

帯広市図書館（0155-22-4700）

帯広市図書館

日 月 火 水 木
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蔵書点検を終了しました。約５３万点の資料を確認するこ

よむ☆トショ
テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します!

とができました。ご協力ありがとうございました。
６月５日（月）は市内小学校運動会の振替休日のため、
臨時開館を行います。当日は小学生向けのイベントも用意
しています。
６日（火）は休館します。運動会順延による変更はありませ
ん。通常の休館日が前後しますので、お気をつけください。
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大人のアーティストです。子どもたちに受け入れられる創作の秘密、そし
て、絵本作家という人たちの仕事の流儀がわかる本をご紹介します。
あの作品に隠された秘密をこっそり公開します。
BOOK

『ねないこだれだ』『いやだいやだ』など、貼り絵の素朴さと、ちょっぴり怖い雰囲気の絵
本を幼少期に見た方も多い、せなけいこ作品。作者のせなさんは、母親として自分の子ど
もに絵本を作ったことが創作の原点になっています。語りかけるような自伝的絵本です。

「洋服」に対する「和服」と同じく、「和菓子」は、明治時代に欧州などから菓子が本格的に輸入されるようになり、それらが「洋菓子」と呼ばれ
ラ、餅菓子、豆菓子、おせんべい・・・、昔からある和菓子の由来や作り方に関する本をあつめました。
BOOK

『４７都道府県和菓子／郷土菓子百科』 亀井千歩子；著

BOOK

『ねないこはわたし』 せなけいこ；著
文藝春秋 ２階一般 請求記（726.50 セ）

色のついている日は休館です。

たため、日本古来の伝統的な菓子類を示す言葉として生まれたと言われています。おまんじゅう、おだんご、大福、最中、どらやき、カステ

〇●○

子どもたちの創造力を刺激する絵本。絵本作家の多くは、もちろん

６月のカレンダー

■□■□

絵本作家の創作の秘密

BOOK

『ちひろの絵のひみつ』 ちひろ美術館；編
講談社 ２階一般 請求記（726.60 チ）
没後４３年が経過しても、さまざまな年代の方に人気がある、いわさきちひろさんの柔

『一日一菓』 木村宗慎；著

らかで繊細な絵。その技法について息子である猛さんが紹介しています。水彩の技法、

丸善出版 ２階一般 請求記号（383.81 カ）
和菓子や郷土菓子は古くから親しまれている地元菓子です。

新潮社 ２階一般 （791.7 キ）

この本では、都道府県ごとに歴史的ゆかりのある菓子を紹介して

です。おもてなしの気持ちを菓子と器に込めて、季節や茶席の意

います。ハレの日だけに食べる、とっておきのお菓子、地域の名

味を表します。茶人である著者による、３６５日、その日にふさわし

産としてのお土産菓子まで、エピソードも楽しい１冊です。

いお菓子をカラー写真と解説で綴ります。

構図、そして道具に至るまでちひろの世界を身近に感じることのできる内容です。

色鮮やかで、繊細な上生菓子は茶席で供されることが多いもの
BOOK

『ディック・ブルーナさんの絵本のつくりかた』 みずゑ編集部；編
美術出版社 ２階一般 請求記号（726.60 デ）
２月に８９歳で亡くなられたディック・ブルーナさん。本国オランダはもとより日本はじめ
世界中で絵本が愛されました。この本では、ブルーナさんへのインタビュー、表現方法に
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『日本一の和菓子』 田中浩佳：編著

BOOK

グラフィス ２階一般 請求記号（596.65 ニ）

『はじめて作る和菓子のいろは』 宇佐美桂子；ほか著
世界文化社 １階生活 請求記号（596.65 ウ）

伝統ある和菓子を現代風にアレンジしたものが人気です。

和菓子が自分で作れたら、お菓子上級者の仲間入りです。基本

海外からのお客様に支持されたり、若い世代に受け入れられた

の「あん」作り、水ようかん・どら焼き・桃山・わらびもちなどのレシ

りしています。老舗の攻めの姿勢が垣間見える、ニューウェーブ

ピが紹介されています。手順のどれもが写真で紹介されているの

和菓子や伝統の１品がわかる、和菓子の今を知ることができる

で、初心者にもわかりやすい本です。和菓子は材料がシンプルな

内容です。

のですぐに挑戦でき、甘さを調整することもできます。

新入社員のみなさんは、そろそ

BOOK

ろ職場の雰囲気にも慣れたころ
でしょうか。業務内容が見えてき
たら、次はビジネスにおける慣習
を身につけませんか？新人さん
のビジネスマナー本特集です。
BOOK

『新社会人の教科書』
学研プラス ２階ビジネス 請求記号（336.47 シ）

BOOK

ついて、日本のミッフィー（うさこちゃん）誕生秘話などを知ることができます。
BOOK

『ピーターラビットの世界へ』 河野芳英；著
河出書房新社 ２階一般 請求記号（726.60 ポ）
生誕１５０年を迎えたビアトリクス・ポター、世界一有名なウサギ『ピーターラビット』の作
者です。日本語版は１９７１年発刊以来、１３００万部のロングセラーを記録しています。
女性作家としてポターが歩んだ生涯を貴重な写真や記録とともに振り返ります。

『電話対応のマナー』 神宮律子；著
秀和システム ２階ビジネス 請求記号（336.49 オ）

BOOK

『セルフファシリテーション』 森時彦；ほか著
ダイヤモンド社 ２階ビジネス 請求記号（336.2 モ）

職場ではまだまだわからないことだらけだと思い

ビジネスシーンでの電話対応に苦手意識がある方

仕事で失敗してしまった。上手にできない・・・、と落ち

ますが、仕事を円滑にこなすためのコツを掴めば、

が増えているそうです。相手の見えない電話は、緊張

込むことが多く、ネガティブ思考になっている方にはこの

落ち着いて新しいことに対応できます。ビジネスに

してしまいがちですが、会話のコツやフレーズを覚えれ

本をおすすめします。ファシリテーションの手法を自分

おける基本をわかりやすく丁寧に解説している教

ば好印象を残せます。良い対応、ＮＧ対応の双方が掲

自身に使い、自分に問いかけ、思考を深めていくことが

科書です。

載されているので覚えておくと臨機応変にできます。

仕事に対するパフォーマンス向上に役立ちます。

『図解 ビジネスマナーの基本事典』
池田書店 ２階ビジネス 請求記号（336.47 ズ）

BOOK

『社会人１万人に聞く！仕事・職場の「みんなはどうし
てる？」大会議』 ２階ビジネス 請求記号（336.47 マ）

BOOK

『会社では教えてくれない！頭のいい片づけ術 捨てる術』
本田尚也；著 ぱる出版 ２階ビジネス 請求記号（336.5 ホ）

社会人になると身だしなみ、敬語、ビジネスマナー

上司から頼まれた仕事は断れる？わからないことは

書類やメモなどの紙類やデータを手放すタイミングと

や人間関係など覚えることがたくさんあ ります。

自分で考えるべき？先輩より先に帰っていい？飲み会

いうのは、なかなか難しいものです。 しかし、デスク周

気負わずひとつずつ、必要なことから知ることがで

は参加しなきゃだめ？こんな疑問の数々を先輩社会人

りが乱雑になっているのも、気持ちのよいものではあり

きるよう８１のキーワードでコンパクトにまとめられ

が答えてくれます。一般常識を知り、自分の環境にあ

ません。捨てるルール、残すルール、タイミングなどを

た１冊。イラストも豊富で身に付きやすいです。

わせてアレンジしていく参考にしてください。

図解でかんたんに理解することができます。

その 5１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
図書館では、どのような手順で調べものをすると良いのでしょう？司書が

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。

調査の過程を公開します。みなさんが調べるときの参考になれば・・・。

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。

「蝦夷三絶」という言葉があるようだが、そのことについて書かれているものはないか。
三絶の“絶”は、“絶品”の意味。
１．厚岸の牡蠣／２．手塩のしじみ／３．十勝のふな らしいのだが…。

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●

①浄見寺のオハツキイチョウに、若い葉が青々と輝いている。オハ
ツキイチョウは、葉の根元に鈴のような銀杏をくっつけたまま落葉

①蝦夷三絶をキーワードに検索するが、書名・著者名・目次などでヒットするものはなし。
②地域行政コーナーにある古めの観光ガイド等を見てみるが、見つけることができず・・・。
食や料理の分野にまで広げて目視で探していく。
Ｈ５９６．２１ キ 『週刊朝日百科 郷土料理① 北海道』 ｐ１
→江戸時代末期の奉行、栗本鋤雲（匏庵）の「匏庵遺稿」で、「蝦夷地の三絶」として石狩の
サケ、手塩のシジミ、十勝のフナを挙げている、と書かれている。
＊厚岸の牡蠣ではなく、石狩のサケとなっている。

する珍しい木だ。
②まず第一に、祖父はもういない。
冒頭からずいぶん乱暴な話であるが、どうやらこれは動かしがた
い事実である。
③「半落ちのまま、何日かかってんだ」
柏木のぎょろっとした目が麻生を睨みつけた。

②国会図書館デジタルライブラリーで、『匏庵遺稿（ほうあんいこう）』を見てみる。
「箱館叢記」の部分 ｐ３６２～３６４（コマ番号２０８～２０９）に、「蝦夷の三絶」について書かれ
ている。それによれば、天塩川の蜆、厚岸湾の牡蠣、十勝川の鮒だとされている。
（ちなみに匏庵自身が選んだ蝦夷三絶は、絵鞆の帆立貝、択捉の紅鱒、石狩の脊腸（めふん
のこと）だとしている）
Ｈ２１８．６ ハ２ 『函館市史 史料編 第２巻』にも、『匏庵遺稿』の「箱館叢記」収録あり。

「さっさと全部吐かせろ」
「わかってます」
（「理由（わけ）」柴田よしき）
④スカートの布地越し、手の甲の熱さを太ももに感じた。
あ、と思ったのと同時に、目の前にいた男の人が無理矢理に腕

③他に書かれていた本…
Ｈ５９６．３５ オ 『北海道くいしんぼう浜の旬食べ歩き』 ｐ６５
＊シジミの項で、『匏庵遺稿』で挙げられている蝦夷三絶として紹介
この本でも、石狩のサケ、手塩のシジミ、十勝のフナとなっている。
５１７ ト 『日本再発見 水の旅』 ｐ６２
＊よみがえった厚岸の天然ガキの項で、厚岸湖のカキは、十勝の鮒、
天塩の蜆とともに「蝦夷の三絶」といわれて有名であった。と記載。

をあげ、頭の真上にあるつり革をつかむ。
（「水際の金魚」窪美澄）
さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇
①『お師匠さま、整いました』 泉ゆたか 講談社 913.6 イズミ
②『本を守ろうとする猫の話』 夏川草介 小学館 913.6 ナツカ

③『隠す』 柴田よしきほか 文藝春秋 913.6 カクス
④『黒い結婚 白い結婚』 窪美澄ほか 講談社 913.6 クロイ

