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その１３４ とかちジュニア文芸 第８号 発刊 

 

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 発刊】 

★テーマ別オススメ資料 

【パンが好き！】 

【家庭菜園のススメ】 

★調べてみよう・レファレンス 

【児童文学作品を探す】 

 

 

帯広市図書館 

かねてより公募していました、「とかちジュニア文芸 第８号」の入選者

が決定しました。今回は２８４点の作品応募がありました。 

２月２５日に表彰式が行われ、同日、第８号を発刊しました。 
 

優秀賞 
小説 阿部真彩（音更町立共栄中学校）「時任計子は時計嫌い」 

童話 冨樫凜香（更別村）「夢見る花と恋したそよ風」 

佳作 
 詩  田中志穂（池田町立利別小学校） 

 短歌 木藤瑠泉（音更町立共栄中学校） 

 短歌 阿部かな子（帯広柏葉高等学校） 

俳句 池原亜飛（帯広市立帯広第四中学校） 

 俳句 鎌谷涼子（帯広市立西陵中学校） 

小学生から１８歳以下の公募による 

とかちジュニア文芸 第８号 発刊 

初々しい若い感性が弾けています。 

 お問合わせ 帯広市図書館（0155-22-4700） 
 

入選者の作品を収録した文芸誌を、帯広市図書館（３階事務室）

で販売しています。（貸出できるものは１階児童・ＹＡコーナーにあります） 

第６号から第８号（最新号）、１冊３００円（税込）です。 

★表紙も公募にて寄せられた素敵な作品です★ 

 

http://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_58.html
http://2.bp.blogspot.com/-Y_FYUDciASI/UZRWDTu8vgI/AAAAAAAASuQ/aOwVwq-FtBE/s800/hanami_neko.png


         

 

 

          

 

        

            

                 

             

   

『野菜の寄せ植えアイデア４０』   

主婦と生活社 ２階一般 請求記号（626.9ヤ） 

 世界各地のパン１２３種類が紹介されています。それぞれのパ

ンの発祥地や歴史、美味しい食べ方、保存法まで写真やイラスト

で解かりやすく解説しています。ふだん何気なく食べているパンの

知識を広げてみてはいかがですか！ 

 

 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『ニッポン懐かしのご当地パン図鑑』  

オークラ出版 １階生活 請求記号（596.63ニ） 

北は北海道から南は沖縄まで日本全国のご当地パンが紹介さ

れています。ユニークな名前やかわいいパッケージの写真をなが

めているだけでも十分に楽しめます。巻末にショップリストが載っ

ていますので気に入ったパンをお取り寄せすることも出来ます。 

BOOK 

みなさん朝食はパン派？ごはん派？手軽にすぐ食べられるパンは朝食に人気があります。世界中どこに旅行しても馴染み深い食事がで

きるのは安心感があります。野菜やサラダを載せたり、挟んだり、果物を凝縮したジャムを塗ったり、いろいろなメニューに合わせやすいパ

ン。食パン、菓子パン、フランスパン、その姿もさまざまあります。調べてみるとパンの世界は奥が深いです。 

 

 

 

BOOK 

３月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

 北海道で育てることのできる野菜５１種類の育て方が掲載されています。野菜の生い立

ち、生育特徴、品種、種まき、育成、病害虫対策、収穫、栄養価、食べ方と、至れり尽くせ

りの丁寧な説明がうれしい充実の１冊です。図や写真も豊富でわかりやすいです。 

BOOK 

 

『うさぎパン』 瀧羽麻子；著 

メディアファクトリー １階ヤング 請求記号（Y913 タ） 

『子どものやる気を引き出す７つのしつもん』  

藤代圭一；著 旬報社 ２階一般 （379.9 フ） 

 

『ステップアップ北の家庭菜園』 有村利治；著 

北海道新聞社 ２階一般 請求記号（626.9ア） 

主人公の優子は、パン好きの高校生、継母という響きがまった

く似合わない、やさしいミドリさんと二人暮し。パン好きがきっかっ

けでクラスメートの富田くんとパン屋めぐりをすることに・・・ラスト

に優子がうさぎパンを好きな理由が明かされます。ふんわりやさし

い焼きたてのパンのような癒し系小説です。 

スポーツメンタルコーチがたどり着いた「教えることを

やめる」とはどのようなことか、子どもたちに効果的な

質問をすることで「自ら考え動くことができる子ども」が

育つ大人の関わり方が丁寧な解説とともに紹介されて

います。保護者が実践できる、毎日の積み重ねが子ど

もたちの瞳を輝かせます。 

 庭が無くてもコンテナや鉢植えで野菜を育てることができます。１鉢だけで、お料理に

完全対応できる数種類の野菜を寄せ植えできる方法を紹介しています。ちょっとおしゃ

れに必要なだけ収穫できる寄せ植え菜園に挑戦してみませんか？ 

   ■□■□□ パンが好き！ ■□■■□ 

 
 

 

 テレビや雑誌でおなじみ勢いある企業の社長も決し

て順風満帆で成功してきたわけではありません。騙さ

れて一文無しからの出発、夢破れて逆境からの発想の

転換。成功の決め手は着眼点と突破力でした。経営者

として社員にかけている言葉や姿勢が随所に記されて

いてリーダーになる人物モデルが見えてきます。 

『はじめての果樹』 野田勝二；監修 

ナツメ社 ２階一般 請求記号（625ハ） 

BOOK 

 

『コッペパンワンダーランド！』 与儀高志；著 

世界文化社 １階生活 請求記号（596.63 ヨ） 
コッペパンといえば子どもの頃に給食で食べた懐かしいパンと

いうイメージですが、はさむ具材を変える事で沢山のバリエーシ

ョンを楽しむ事ができます。惣菜パンやスィーツパンなど８０のレ

シピをフルカラーで掲載。ラッピングのアイデアも載っているの

で、手みやげや差入れ、お弁当にも重宝しそうです。 

よむ 

『どん底から這い上がった起業者列伝』 松崎隆司；著 

光文社 ２階ビジネス （335.13マ） 

 

 

  我が家で完熟の果物を収穫する楽しみも家庭菜園の魅力のひとつです。定番の人気

果樹から注目のスーパーフルーツまで６０種類の育て方がわかります。耐寒性の記載が

ありますので、北海道でも適した果樹を知ることができます 

 

テーマ別に図書館のオススメ資料をご紹介します! 

☆ 

BOOK 

 

トショ 

BOOK 

 

『育てて楽しむはじめてのハーブ』 高浜真理子；栽培監修 植松良枝；レシピ

制作 家の光協会 ２Ｆ一般 請求記号（617.6 ソ） 

BOOK 

 

BOOK 

『「ついていきたい」と思われるリーダーになる５１の言葉』 

岩田松雄；著 サンマーク出版 ２階一般 （159.84イ） 

 

 

 日中は日差しが力強くなってきて、春が少しずつ近づ

いてきました。 

３月３日は、帯広市図書館がこの場所に移転、新館

オープンした日です。 

３日（土）１３：３０～１４：１０ １階多目的視聴覚室 

おひさまおはなし会「ひなまつりスペシャル」を行い

ます。どなたでも参加できます。申し込み不要です。 

 

 「ついていきたい」と思われるリーダーモデルとは

どのようなものでしょう？背中で語るより言葉と態度

で示したほうが、確実にチームの士気が向上しま

す。先人たちの偉大な言葉を知って人間の本質を

理解することが、上に立つ者の人生指針となること

でしょう。 

★★★★★ 家庭菜園のススメ ★★★★ 
           日中は陽射しも力強く、春のきざしを感じるようになってきました。みなさん 

の家の庭では何を育てていますか？今年は、野菜や果樹に挑戦してみませ 

んか？家庭菜園で成功するコツ、おいしいものを収穫できる育て方の本を集 

めました。プロのアドバイスをじっくりどうぞ。 

 

BOOK 

 

比較的育てやすいのが強くて、旺盛な生育を感じることができるハーブ類です。神経質

な世話を必要とせず、生育環境を整えてあげるだけで育つ手軽さがあります。香りのよい

香草はお料理やお茶などに利用できリラックス効果が期待できます。 

『井村雅代 不屈の魂』 川名紀美；著  

河出書房新社 ２階一般 （785.26 カ） 

 いつも厳しい表情でダメ出しをする姿が印象的な「シ

ンクロナイズドスイミングの母。怖いだけじゃない、日本

チームに再びメダルを勝ち取らせたコーチング能力。

選手を育てる事に力を注いだ挑戦の奇跡、戦う姿、選

手を上達させることに捧げた半生の記録です。 

『バッタを倒しにアフリカへ』 前野ウルド浩太郎；著 

光文社 ２階一般 （486.45マ） 

 『ファーブル昆虫記』に感銘を受け昆虫学者になりた

いと願ったバッタ博士、前野ウルド浩太郎。バッタ研究

を極めるため西アフリカモーリタニアに渡った先での涙

と笑いの奮闘記録。彼を導いた、バッタ研究所ババ所

長はじめ上司や先輩方の育て方にも注目です。 

BOOK 
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  会社やサークル、何らかの組織

があればそのなかでおのずと先

頭に立つ人が必要になります。 

ついていきたいと思える、思われ

る人物像とはどのうようなものか

リーダー論が書かれている本を

集めてみました。 

 

BOOK 

 

『転んでもただでは起きるな！ 定本安藤百福』  

中央公論新社 ２階一般 （289.1ア）  

  今なお愛されているインスタントラーメンを開発し

た安藤百福の諦めない人生と経営者として社員た

ちにかけた言葉が紹介されています。百福と直接

関わった社員が記憶に残るリーダーの言葉として

挙げているものだけに価値があります。 

『いちばんくわしい パン事典』 東京製菓学校；監修 

世界文化社 １階生活 請求記号（596.63 イ） 

http://1.bp.blogspot.com/-Otd-bB3jzhU/Wi4ga_tYHuI/AAAAAAABIwE/uv4cGcMb2v4dNu3YYsequEcS1YENApbAgCLcBGAs/s800/pan_tong_plate.png
http://2.bp.blogspot.com/-Q4L61OeJSsc/UTbWwQocwHI/AAAAAAAAOkA/8vnTZdFS7_U/s1600/kateisaien.png
http://3.bp.blogspot.com/-3HDXigbSzn0/VufYKJTLlrI/AAAAAAAA42k/pKG9XppnqPgdCSC67cNn-E7SzsdudJ02w/s800/caste_company.png


         

                                                        

   

 

 

 

                                 

 

 
 

「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舞っていた。 

「敵、来襲せり！」 

夜明け前の早馬がもたらした報せに飛び起き、まず真っ先に手

にしたのが、扇子であった。 

 

②猪苗代の湖面には、いつもより穏やかな波が行き来していた。

風がなく、陽は暖かい。冨田将監隆実は、軽く手綱を控えて馬

の歩度を常足へと落とした。 

 

③島本温子は、ゆっくりとページを捲り、そこに記された手書きの

文章を、懐かしく読み返していく。日々の忙しさに埋もれていた

記憶が、たちまち命を得て動きだす。 

 

④今朝、わたしを自転車で轢きそこねた男子中学生が側溝に転

がったわたしを見下ろし舌打ちついでに「すいませんでした」と

謝ってきたとき、わたしはおばあさんの飼っていたちゃぼのこと

を思い出した。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇ 

①『戦の国』 冲方丁 講談社 913.6ウブカ 

②『会津執権の栄誉』 佐藤巖太郎 文藝春秋 913.6サトウ 

③『きっと誰かが祈ってる』 山田宗樹 幻冬舎 913.6ヤマダ 

④『踊る星座』 青山七恵 中央公論新社 913.6アオヤ 

 

その６０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）『少年名探偵虹北恭助の冒険』（Y913 ﾊ） はやみねかおる著 講談社  

この本のあとがき（ｐ300）に書かれている、１９９８年 学研の「五年の読み物特集 ㊦」に

掲載された「虹北商店街の事件簿 その一 魔術師と呼ばれた男」が見たい。 

 

調査）①国立国会図書館リサーチ・ナビ （http://rnavi.ndl.go.jp/rnavi/） 

学研の読み物特集号の調べ方案内あり。 

トップ→ページ＞調べ方案内＞児童書＞絵本・児童書の探し方＞主題から探す 

＞学研の読み物特集号（読み特） 

※上記の方法で調査、残念ながら網羅的に所蔵している機関はないことが判明。 

         ちなみに、国立国会図書館 国際こども図書館  →９冊所蔵／該当年なし 

大阪府立中央図書館 国際児童文学館 →１６冊所蔵／該当年なし 

東京都立多摩図書館         →５年の科学あり 

神奈川近代文学館          →３冊所蔵／該当年なし 

 

②雑誌としては、所蔵館が見つからなかったので、このほかに作品が掲載されている資料 

もしくは読む方法がないか調査を継続する。 

キーワードは、「虹北商店街の事件簿」 「魔術師と呼ばれた男」 「はやみねかおる」 

 このままの作品として、１冊の書籍にはなっていない。（短編作品か？） 

児童文学は目次や内容詳細を調査する参考資料が少なく、調査方法も限られている、 

インターネットで図書館系／書店系のサイト検索を地道に行う。すると・・・発見！！！ 

ｇｏｏｇｌｅ画像検索で Amazonのサイトがヒット、内容紹介に目次が掲載されていた。 

 

回答）『１０分で読めるお話 ５年生』 学研 ２００５年３月刊 （ＩＳＢＮ4-05-202207-6） 

→「魔術師とよばれた男」（呼ばれた→よばれたに変更されている） はやみねかおる：作 

→当館には所蔵がないため、相互貸借で北海道立図書館より借用して内容を確認。 

出典：「５年の読み物特集㊦」所収 学研 １９９８年とある。 

 

http://2.bp.blogspot.com/-4OwUYZoMtxE/UchCD_7Fy3I/AAAAAAAAVJc/FIg7IchnrJg/s800/job_tantei.png

