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その１２６ 夏休み文章教室 参加者募集 

 

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。 

【夏休み文章教室】 

★テーマ別オススメ資料 

【果物・フルーツがいっぱい】 

【口は災いのもと】 

★調べてみよう・レファレンス 

特別編 

【夏休み課題・指定図書一覧】 

 

 

 

帯広市図書館 
お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 

 

平成２９年度 とかちジュニア文芸 

夏休み文章教室 参加者募集！ 

すべての教室共通の約束 

①場所は帯広市図書館１階研修室または３階会議室 

②受講料は無料ですが、各教室定員２０名（先着）、複数受講できます。 

 事前申込（電話またはチラシに必要事項を明記したもの提出）必要 

③筆記用具・ノートを持ってきてください。 

詩教室
７月２９日（土）10：15～12：15

対象：小学生／中学生
講師：山﨑靖恵先生
講師：渡邉美穂子先生

短歌教室
７月３０日（日）10：30～12：00
対象：小学４～６年生／中学生

講師：吉田真弓先生

俳句教室
７月３０日（日）13：00～15：00
対象：小学４～６年生／中学生

講師：髙松忠信先生
　

小説・童話教室
８月５日（土）10：15～12：15
対象：小学４～６年生／中学生

講師：豊田利一先生
講師：川上裕明先生



                      

          
                                    

 

 

          

 

        

             

                 

             

   

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 

 毎月８日は「おやつに果物を」ということで「果物の日」です。全国柑橘宣伝協議会と落葉果実宣伝協議会が１９９８年に制定しました。果物

とは基本的に「食用に供する果実」のことをいいます。豊富なビタミン、ミネラル、食物繊維によって身体の調子を整えてくれたり、さわやかな

香りで気持ちをリフレッシュさせてくれる果物。そんな果物の意外と知られていないパワーや魅力をたっぷりと教えてくれる本を紹介します。 

 

『理不尽社会に言葉の力を』 小森陽一；著 

新日本出版社 ２階一般 請求記（366.3 コ） 

 

 フルーツを楽しむ６つのコツを紹介。おいしい旬の時期、選び方

から、栄養、切り方、保存方法まで、あらゆる情報が満載。ジャム

や酵素シロップの作り方も掲載されています。パッションフルー

ツ、いちじく、プルーンなどの美味しい食べ方レシピもあります。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『まるまる、フルーツ』 青木たま；ほか４１名共著 

河出書房新社 １階文学１ （914.68マルマ） 

村上春樹、角田光代など、人気の作家たちのフルーツにまつわ

るエッセイをギュッと凝縮した１冊。読んでいる最中はフルーツの

甘酸っぱさを思い出して唾が広がり、読後に今すぐ、無性に食べ

たくなっちゃった・・・。作家の文章力、恐るべし・・・。 

BOOK 

 

『調べてなるほど！果物のかたち』 柳原明彦；著 

保育社 １階児童 請求記号（62.5ヤ） 

りんごはなぜ丸い？バナナはどうしてあのようなかたちなの？

そんな素朴な疑問に答えてくれるのがこの本。原産地や日本伝来

の歴史、収穫量などの情報を掲載。それ加えて、外見の姿だけで

はなく、内側の構造（断面図）や組織がわかりやすく書かれたイラ

ストが丁寧で果物の描き方の参考にもなります。 

BOOK 

 

『フルーツパーラー・テクニック』 タカノフルーツパーラー：著 

柴田書店 ２階一般 請求記号（596.3 タ） 

カフェやレストランで食べるパフェやフルーツデザート。「家でも

こんなふうに盛りつけできたらなぁ」と思ったことはありません

か？１９２６年開業のフルーツパーラーで働くプロが効果的な盛

りつけ技術やフルーツのカッティングの仕方を教えてくれます。 

ちょっとおしゃれなパフェが自宅でも作れます。 

 ７月になり夏らしい青空が広がる季節になりました。 

図書館内の温度は２８度設定にしていますのでご理解、 

お願いします。２階・３階の読書テラスも開放しています。 

風が通り抜けるため涼しく快適に読書をお楽しみいただけ

ます。７月後半から、小中高校生の夏休み期間となります。

館内が混みあうことが予想されますが、子どもも大人もみん

なで譲り合いの気持ちを持った利用をお願いします。 

７月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

 この本が扱っているのは「言葉の暴力」です。罵りや激怒、悪質な冗談など、夫の言葉

に傷つく女性に対応法を教えてくれます。夫がなぜ暴力的な言葉を口にするのかという根

本的な原因も説いていますので、男性にも読んでほしい一冊です。 

BOOK 

『夫の言葉にグサリときたら読む本』 パトリシア・エバンス；著  

水澤都加佐；訳 ＰＨＰ研究所 ２階一般 請求記（367.3エ） 

     □■□ 果物・フルーツがいっぱい ■□■

□ 

 
 

 

サブタイトルは「ソノ一言オカシクナイデスカ？」。職場や家庭などで浴びせられた「君

はこの仕事向いてないんじゃない？」「こんなこともわからないの？」などキツイ一言、 

理不尽な言葉。それらが発せられる心理構造にも言及しています。 

『就活生に親が言ってはいけない言葉 言ってあげたい言葉』 舛廣純子；著 

学研教育出版 ２階一般 請求記号（377.95マ）  

  就職活動中の子どもに親がどう関わればいいかを「言葉掛け」をキーワードに伝えま

す。就活生が親に掛けてほしい言葉は何か、嫌な言葉は何かなど、多くの事例を基に語

られています。就活という壁に向かうわが子と親への応援メッセージです。 

 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『問題発言』 今村守之；著 

新潮社 ２階一般 請求記号（210.76 イ） 

 １９４５年の終戦から２０１１年の東日本大震災まで、世間を騒がせた「問題発言」を取

り上げています。発言者は政治家や財界人、タレント、作家、音楽家、スポーツ選手など

多岐にわたり、失言、暴言、迷言、珍言の数々に思わず失笑してしまいます。 

 

BOOK 

●〇●〇 口は災いのもと 〇●○●〇 
             言葉は人を癒やしもすれば傷つけもします。また、政治家の失言は政治

不信のもとになっています。失言、暴言、誹謗中傷や悪口、モラル・ハラス

メントやヘイトスピーチなど、言ってはいけない言葉の数々。不用意な発

言で人間関係を悪くしないように他山の石としましょう。 

 

 

『時代小説で読む！北海道の幕末・維新』 鷲田 

小彌太；著 亜璃西社 ２階一般 請求記号（211ワ） 

蝦夷から北海道への転換期である幕末・維新時代

を舞台にした小説ガイドです。歴史が始まる頃の荒々

しいダイナミックな物語は、未来への可能性や再生へ

のチャンスに賭けた人々の大胆さをみることができま

す。道産子作家を中心に作品が編まれています。 

『矢島さとしのまるごと北海道みやげの歴史』  

矢島睿；著 ２階一般 請求記号（602.11ヤ） 

  地域の特産品、名産品はその土地の歴史や風土に

根ざし、名刺代わりの１品として贈答や地域発展に使

われてきました。北海道開拓記念館の学芸員として民

俗学研究を重ねてきた著者の渾身の１冊。歴史や製

造方法まで丁寧な調査と豊富な図版が楽しいです。 

『地図と地名に秘められた北海道の暗号』  

宝島社 ２階旅行 請求記号（291.1チ） 

 北海道内の地名の由来と裏歴史エピソードがわかる

本です。アイヌの人々の生活に密着したアイヌ語から派

生して現在も使われている地名。なかなか読めない地

名はどうして残されてきたのか「謎」に迫ります。土地の

ことがわかるともっと地域が好きになります。 

 

公式データを駆使して「北海道が日本一」という事例

をはじきだしました。面積が大きいだけじゃない、自然

に恵まれたからこその１位、挑戦する気持ちが育んだ

１位。いろいろな誇れる日本一が満載です。ギネスに

認められた世界一もあります。 

BOOK 

 

『北海道日本一』 「北海道日本一」編集部；編 

宝島社 ２階旅行 請求記号（291.1ホ） 
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BOOK 

 

 北海道に新しい記念日ができ

ました。７月１７日、松浦武四郎

が明治政府に「北加伊道」の名

称を提案した日です。北海道のこ

れまでの歴史や文化、風土をみ

つめなおし価値を再認識すること

を目的に制定されました。 

 BOOK 

 

BOOK 

 

『北海道はじめて物語』 千石涼太郎；著 

廣済堂出版 ２階一般 請求記号（211セ）  

 北海道における「はじめて」をまとめたものです。

〇〇発祥の地という石碑などの情報、建造物、産

業、文化、グルメの起源がわかります。フロンティア

精神で挑戦してきた先人たちの前向きな歩みを知

ることができます。 

 『北海道のお天気ごよみ３６５日』 菅井貴子；著 

北海道新聞社 ２階一般 請求記号（454.91ス） 

 

 
 お天気キャスター菅井さんが北海道の気象に関

する話題を毎日紹介します。短いなかにも品性と優

しさを感じさせる文章が心地よいです。巻末のお天

気データは、広大な北海道の地域差を感じることが

できます。自由研究におすすめです。 

 

『知っておきたい果物の基本』  

枻出版社 ２階一般 請求記号（625シ） 

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 31



 

         

                                                        

   

  

  

  

 

            

      

                                               

 

 

                                 

 

 

「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いつもどおりの、至極ありふれた朝だった。 

目新しいことなど何ひとつない、うんざりするほど来る日も来る日

も、判で押したように繰り返されてきた朝である。 

 

②外務省内に、澤宣嘉外務卿の怒号が響き渡っていた。 

明治三年（一八七〇年）、東京・木挽町。旧時代の大名家を改

造して外務省の庁舎としている。 

 

③Ｋは成功をおさめた。 

それはもう、多大なる成功だった。 

成功をおさめて一ヶ月あまりは、連日のように自宅に花束やシャ

ンペン、電報が届けられ、狭いワンルームに足の踏み場がなくな

るほどだった。 

 

④夏の朝は・・・・・・眠い。 

いや、もちろん朝早く起きるのはいつの季節でも辛い。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『錆びた太陽』 恩田陸 朝日新聞出版社 913.6 オンダ 

②『小説 日本博物館事始め』  

西山ガラシャ 日本経済新聞出版社 913.6 ニシヤ 

③『成功者Ｋ』 羽田圭介 河出書房新社 913.6 ハダ 

④『優しき悪霊 溝猫長屋祠之怪』 輪渡颯介 講談社 913.6 ワタリ 

その 52の段 

©紀伊国屋書店新宿本店 

夏の特別編 

夏休み読書感想文 

課題指定図書 
貸出中の本には予約ができます 

 

★７月１日より、小学生（児童展示１）中学生・高校生 

（ヤング展示コーナー）にて展示・貸出します★ 

 

書名 出版社 請求記号

ばあばは、だいじょうぶ 童心社 E　イシイ

なにがあってもずっといっしょ 金の星社 91.3クサノ

アランの歯はでっかいぞこわーいぞ ＢＬ出版 E　ジヤビ

ソーニャのめんどり くもん出版 Ｅ　ウオル

おばあちゃんとバスにのって 鈴木出版 Ｅ　ロビン

すばこ ほるぷ出版 E　イ

とびっきりのともだち ＢＬ出版 E　ベイツ

くろねこのどん 理論社 91.3オカノ

空にむかってともだち宣言 国土社 91.3モテギ

耳の聞こえないメジャーリーガー　ウィリアム・ホイ 光村教育図書 E　ツヤ

干したから・・・ フレーベル館 61.9　モ

ひまなこなべ　アイヌのむかしばなし あすなろ書房 Ｅ38.8　ヒ

このあとどうしちゃおう ブロンズ新社 Ｅ　ヨシタ

警察犬になったアンズ　命を救われたトイプードルの物語 岩崎書店 31.7　ス

チキン！ 文研出版 91.3イトウ

ぼくたちのリアル 講談社 91.3トモリ

霧のなかの白い犬 あかね書房 93.3　ブ

転んでも大丈夫　ぼくが義足を作る理由 ポプラ社 49.4　ウ

ハーネスをはずして 北海道盲導犬協会の老犬ホームのこと あすなろ書房 36.9　ツ

レシピにたくした料理人の夢　難病で火を使えない少年 汐文社 28.9　シ

いつも心の中に 金の星社 91.3コデマ

円周率の謎を追う　江戸の天才数学者・関孝和の挑戦 くもん出版 Y289　セ

ホイッパーウィル川の伝説 あすなろ書房 Y933　ア

月はぼくらの宇宙港 新日本出版社 Y538　サ

知里幸恵物語　アイヌの「物語」を命がけで伝えた人 PHP研究所 Y289　チ

駅鈴（はゆまのすず） くもん出版 Y913　ク

フラダン 小峰書店 Y913　フ

ストロベリーライフ 新日本出版社 Y913　オ

犬が来る病院　命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと KADOKAWA Y493　オ

小
学
校
低
学
年

小
学
校
中
学
年

小
学
校
高
学
年

中
学
生

高
校
生


