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その１２７ とかちジュニア文芸 作品募集 

 

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。 

【とかちジュニア文芸】 

★テーマ別オススメ資料 

【涼を感じる】 

【身を守る技術】 

★調べてみよう・レファレンス 

【帯広のバスのはじまり】 

 

 

 

帯広市図書館 
応募・お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 

 

とかちジュニア文芸 第８号 作品募集 
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します。 

入選作品は「とかちジュニア文芸」第８号に掲載されます。 

文芸誌の表紙イラストも募集しています。（テーマは「友情」） 

今年の応募締切は１０月１日（日）必着です。 

 

★応募要項は図書館内に設置しています。 

★短歌・俳句専用の応募用紙、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 

ことができます。 

ジャンル

詩 ５枚以内

短　歌 3首
しゅ

以上

俳　句 3句
く

以上

応募のきまり

400字詰
じ づ

めの原稿
げんこう

用紙
よ うし

（ワープロ、パソコン使用
し よう

の場合
ば あい

も400字に設定
せってい

して

ください）

・氏名
し めい

は原稿用紙の1枚目、右側
みぎがわ

の欄外
らんがい

に

　記入
きにゅう

してください。

・応募原稿
おうぼげんこう

にページ数を記入してください。

・Ｂ以上の濃
こ

い鉛筆
えんぴつ

か、濃い黒
くろ

ボールペン

　（太め）で書いてください。

・下の応募票
おうぼひょう

に記入して、作品に同封
どうふう

して

　ください（1作品につき1枚）

・応募のきまりが守られていないものは

　受付できません。

3枚
まい

以上
いじょう

20枚以内
い ない

小　説
童　話
戯　曲

専用
せんよう

の応募用紙

※俳句のきまり…１句の中に

季語を必ず一つ入れましょう！



                      

          
                                    

 

 

          

 

        

             

                 

             

   

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 

 近頃は北海道でも身体に応える夏の暑さ。ついつい、「暑い！」を連発してしまいます。せめて視覚から涼しさを感じていただきたいのです。

さわさわと風が吹き抜けるリゾートホテル。ひんやり冷たい器と氷菓子。そして、水の流れや波の形の模様など。写真を中心に夏に気持ちい

い本を集めてみました。暑さを楽しむ気持ちにチェンジして涼やかに過ごしてみましょう。 

 

 

『図解！！生き残るためのやりかた大百科』 Ｊｏｓｅｐｈ Ｐｒｅｄ；著 

パイインターナショナル ２Ｆ一般 請求記号（369.3 プ） 

 バワは西欧の血を引くスリランカ人。法律を学ぶため英国へ留

学。訪れたイタリアで建築に興味を持ち、３８歳で英国王立建築

家協会の一員に。そんな彼のホテルとヴィラを中心に、空や海、

岩や木など自然と一体化した建築を紹介した１冊。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『手づくりするガラスの器』 嶋崎千秋；著 

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（751.5シ） 

１５人の作家や職人が丁寧に作りだした美しい器の数々。“涼

を感じる”のテーマで真っ先に思いついたのがガラス食器ですが、

最初に登場する辻野剛さんによると北欧ではむしろ冬のイメージ

なのだとか。それぞれの思いが伝わります。 

BOOK 

 

『夏のおしゃれ』池田 重子／著 

実業之日本社 ２階一般 請求記号（753 イ） 

“池田重子流きものコーディネート”の夏編。絽や紗などの素材

はもちろん、透かしの刺繍技法や模様で涼やかなさまが演出され

ます。着物、帯、帯留、半衿などに表現されたデザインは、着る人

にも見る人にも夏の愉しみを与えてくれます。 

BOOK 

 

『アイスクリームのあゆみ』 

日本アイスクリーム協会 ２階一般 請求記号（588.39ア） 

日本アイスクリーム協会の創立５０周年を記念して発行された

本書。懐かしいアイスが満載で一気に記憶が蘇ります。日本だ

けでなく世界の歴史や最新事情、製造機器やショーケースの変

遷、製造工程などもあり、自由研究にもおすすめです。 

暑い日が続いています。日差しが強い日に注目してい

ただきたいのが、図書館１階ロビーに設置している太陽

光発電数値計です。屋上の太陽光パネルがどのぐらい

発電しているのかが一目でわかります。 

子どもたちの自由研究でお天気と発電の関係性を研究

してみてはいかがでしょう。図書館では、夏休みの課題

を応援します。２階カウンターでお待ちしています。 

８月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

 学校、家の中、街など、毎日の生活の中にある「あぶない！」と思うシーンをイラストで

紹介し、事故を防ぐポイントを解説するシリーズ。子どもの目線で一緒に読みながら防災・

防犯意識を育むことができます。 

BOOK 

『どこがあぶないのかな？ １～５』 

少年写真新聞社 １階児童 請求記号（37.4 ド） 

    □■□ 涼を感じる ■□■□ 

 
 

 

防災・救急キットの準備、脈拍の測り方、丸木舟（カヌー）のつくり方、有毒な昆虫や

動物あれこれ、住まいの安全対策など、緊急時に役に立つ１７５の豆知識をカラーイラ

ストで紹介します。 

『体の中の異物「毒」の科学』小城勝相；著  

講談社 ２Ｆ一般 請求記号（491.59 コ） 

医薬品はもちろん、日常的に摂取する食品でさえ毒性物質を含むといいます。生体が

備える解毒システムはどう戦っているのでしょうか。食物が内包する毒性を研究する「中

毒学」の初歩を解説します。食の安全・健康に対するリテラシーを養える１冊。 

BOOK 

BOOK 

 

BOOK 

 

『ネット炎上対策の教科書』 小林直樹；著 

日経ＢＰ社 ２Ｆビジネス 請求記号（336 コ） 

インターネット上の炎上や企業ブランドの低下につながるＳＮＳの書き込み。今や社会

生活を脅かすほどの影響力を持っています。「炎上」の傾向と対策から、基礎知識、組織

としての準備・対策、有事の対応までを、多数の事例とともに紹介します。 

 

BOOK 

●〇●〇 身を守る技術 〇●○●〇 
             この夏は不安定な気候で豪雨災害が多発しています。昨年の台風によ

る水害も思いもかけないことでした。事件・事故・災害に遭遇したときにど

のように対応するか、できるか、リスク回避力が問われています。確実に

逃げることができるよう普段から準備をしておきたいものです。 

 

『雪と氷の図鑑』 武田康男；著 

草思社 ２階一般 請求記号（451.66 タ） 

 雪の結晶、樹氷、ダイヤモンドダストなど、寒気によ

る自然現象を収めた１冊です。どの現象も気温上昇と

とともに儚く消えてしまう前の美しい一瞬を切り取って

います。写真はカラーで鮮明、解説も中学生から理解

できる言葉と図解でわかりやすいです。 

『世界一美しい自然現象図鑑』  

双葉社 ２階一般 請求記号（450セ） 

  地球の神秘的な自然現象を写真と解説で紹介してい

ます。ＣＧと見間違うような不思議な光景のなかには、

めったに発生しないものもあり大変貴重な場面を見る

ことができます。一生に一度は自分の目で見たいと思

える１枚に出合えるはずです。 

 

『日本と世界の塩の図鑑』 青山志穂；著 

あさ出版 ２階一般 請求記号（669ア） 

日本では４０００種類もの塩が流通しているそうです。

海外から輸入されたもの、日本各地で製塩され販売さ

れているもの、「塩」と一口に言ってもその種類は豊富

で驚きます。北海道産の塩も７種類紹介されています。

塩選びのコツも掲載されているので参考になります。 

平城京跡発掘調査で出土した奈良時代の「ごみ」。

当時ごみ処分は焼却ではなく地中に埋めただけでし

た。そのため現在まで原形を保った姿で発見されてい

ます。そんな木簡や生活用品、生ゴミまでを豊富な写

真で紹介、当時の生活を伺い知ることができます。 

BOOK 

 

『平城京のごみ図鑑』  

河出書房新社 ２階一般 請求記号（210.35ヘ） 
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 夏休みになりました。楽しい 

時間を過ごしていますか？ 

今月は自由研究にぴったりな 

「図鑑」を特集・展示・貸出して 

います。 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

『顔がわかるさかな図鑑』 知来要；著 

宝島社 ２階一般 請求記号（487.52チ）  

  魚の顔を正面から観察したことはありますか？ 

この図鑑は５８種類の淡水魚の顔、特徴、体長が

記載されています。カラー写真なので、模様や背び

れなど細かな部分までじっくり観察できます。どの

魚も表情豊かでコミカルなところが楽しいです。 

『昆虫のすごい瞬間図鑑』 石井誠；著 

誠文堂新光社 ２階一般 請求記号（486.1 イ） 

 

 

 昆虫観察歴７０年を超える写真家の集大成。 

昆虫の飛び立つ瞬間、羽化する瞬間、産卵の瞬

間、サバイバルの瞬間など息が詰まるような緊迫

感ある一瞬を捉えたものばかり。身近に出合える昆

虫が多く紹介されているので興味が深まります。 

『熱帯建築家 ジェフリー・バワの冒険』 隈研吾／山口由

美；共著 新潮社 ２階一般 請求記号（526.68 ク） 

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その日の月輪萬相談所は、いつになく晴れやかな緊張感、とで

も言うべき雰囲気に包まれていた。出立の時が刻一刻と迫る中、

月輪龍太郎と氷川蘭子は、微動だにせず椅子に腰を下ろして

いる。 

 

②「肩刺せ、裾刺せ、寒さがくるぞ・・・・・・か」 

単調な節まわしで男は呟いた。 

蟋蟀の声を聞くたび、幼いころ聞いたその言葉を思い出す。 

 

③「僕は科学を信じています」 

という書き出しの作文を教室で読みあげた時、賢児は小学六年

生だった。 

 

④一月八日、晴 

本日より松ノ内家に厄介になる。駅から迎への車にて急な坂道

を五分程上り到着。広大な庭と立派な屋敷に驚嘆。客間にて奥

様に挨拶。容姿端麗、息を呑むやうな美人。二階の和室に案内

頂く。南東二面に窓があり見晴し良好。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇ 

①『月輪先生の犯罪捜査学教室』 岡田秀文 光文社 913.6オカダ 

②『天満明星池』 加瀬政広 双葉社 913.6 カセ 

③『賢者の石、売ります』 朱野帰子 文藝春秋 913.6アケノ 

④『松ノ内家の居候』 瀧羽麻子 中央公論新社 913.6タキワ 

その 53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） 

 

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

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・・・。 

 

 

質問）帯広市のバスのはじまり、変遷について調べたい 

 

①検索キーワードに「バス」といれると、本のタイトルの一部など関係性の薄いもの、全国的なも

のも含まれるため、今回は最初に２階地域行政資料から探していくことにする。 

 （ちなみにフリーワード「バス」だと１５．９２７件ヒットする） 

 

Ｈ３３５．４８ ト 『十勝バス７０年史』 

  →十勝バス㈱の記念誌だが、十勝のバス事業の歴史についてもよくまとめられている。 

貸出用もあり。巻末に参考文献の一覧があるので、もっと細かく調べる場合はそこで挙げ

られている資料を丁寧に見ていくとよい。 

Ｈ３３０．５９ オ 『帯広経済統計書 昭和４８年度』 

  →昭和３６年からのバスの利用人数が出ている。  

Ｈ２１３．２ オ 『帯広市史』（昭和５９年版） 

  →平成１５年版にはバスの項目がなかったが、それ以前の版には記述があり。 

Ｈ２１３．２ タ 『写真集 明治大正昭和 帯広』 

Ｈ２１３．２ イ 『おびひろ・今と昔』 

地図番号１３８６ 「帯広市街図」  

→昭和２９年発行。市街図にバス路線及び停留所が書かれている 

 

 

 ★十勝に自動車が初めて入ったのは大正４年、中古のフォード４５０円で購入。 

大正５年、客の送迎用に新車ヴイック（運転手付き）１４５０円で購入、他人を乗せた 

営業行為の初めてであった。 

大正８年秋、定期乗合自動車営業開始、広尾～帯広間、運賃は１５円～２０円であった。 

 


