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その１３８ 夏休み文章教室のお知らせ 

 

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 

【自然と遊ぶ】 

【星に願いを】 

★調べてみよう・レファレンス 

【松浦武四郎関係資料】 

 

 

帯広市図書館 

とかちジュニア文芸 

夏休み文章教室 参加者募集 

申込期間 ７月１日（日）～７月２０日（金） 

参加受付・お問い合わせ 

帯広市図書館 電話０１５５－２２－４７００  

http://www.lib-obihiro.jp 

場 所：帯広市図書館 １階研修室/３階会議室 

申 込：電話または直接来館（３階事務室） 

定 員：各２０名（先着締め切り） 

持ち物：筆記具・ノート 

お知らせチラシに参加申し込み票が

ついています。図書館ＨＰからダウン

ロードすることができます。 

図書館ＨＰ↓ 

https://1.bp.blogspot.com/-mR1CX1cOheQ/Ws2vweJCqwI/AAAAAAABLYE/oCtvMNnwesgf-ockL_ub8Uu-neNE30J5wCLcBGAs/s800/pen_iroenpitsu12_black.png
https://1.bp.blogspot.com/-mR1CX1cOheQ/Ws2vweJCqwI/AAAAAAABLYE/oCtvMNnwesgf-ockL_ub8Uu-neNE30J5wCLcBGAs/s800/pen_iroenpitsu12_black.png


        

 

 

         

 

        

            

                 

             

   

『夜空と星の物語』 森山晋平；編 

パイインターナショナル ２階一般 請求記号（443.8モ） 

 水辺を歩いていて、ふとキレイな石に目を留めたことはありませ

んか。日本は国土が狭いにもかかわらず、「石の標本箱」と言わ

れるくらいその種類が豊富だそうです。この本の第２弾には十勝

川や音更川でみつけられる石たちも紹介されています。 

BOOK 

 

BOOK 

 

 

『森のたからもの探検帳』 飯田猛；著 

世界文化社 ２階一般 請求記号（653.17 イ） 

帯広市内で公園などの木立のそばでかわいらしいエゾリスに出

会うことがあります。えさになる木の実が落ちているせいでしょう

か。木の実の季節には少し早いのですが、鳥の巣や羽、きれいな

葉っぱなど森の落とし物を探してお散歩してみませんか。 

BOOK 

 子どもたちが待ちに待った夏休みがそろそろはじまります。せっかくの季節、短い夏ですから思いっきり楽しみましょう。お天気の良い日は

自然の中へお出かけしてみませんか。家族で遠くへドライブするのもよし、近場でお散歩がてらでもよし。水辺や山の野鳥や動物、植物そし

て石ころや木の実たちと触れ合ってみましょう。自然と遊ぶためのアイディアが紹介されている本を集めました。 

 

BOOK 

７月のカレンダー 

色のついている日は休館です。 

 

BOOK 

 星空を最大限満喫するためには、ちょっとしたコツがあります。「星の名前のつけ方、明

るさの違い、色の種類、天体などの理科系知識」を知ることで興味が深まり、天体観測の

魅力アップ。さぁ、あなたもこの本を片手に「夏の大三角」を探してみませんか。 

BOOK 

 

『母と子のためのハイキング＆キャンプ』 東麻吏；編 

地球丸 ２階一般 請求記号（786 ヒ） 

『武四郎碑に刻まれたアイヌ民族』 杉山四郎；著  

中西出版 ２階一般（211.05ス） 

 

『星空の見方がわかる本』 縣秀彦；著 

学研プラス ２階一般 請求記号（443.8ア） 

「小さな子どもがいても、ハイキングやキャンプをしたい！」と願

うアウトドア派の家族におすすめ、０歳からでも大丈夫。しっかり

準備をしてスケジュールをゆる～く設定すれば、大人ものんびり

楽しく過ごせます。まずは身近な公園あそびやピクニックからはじ

めてみましょう。 

北海道内には松浦武四郎を顕彰する石碑が６０もあ

るそうです。武四郎が立ち寄った、通り過ぎた、和歌を

詠んだなど、名付け親など理由はさまざまです。それら

の背景を調査し丁寧に取材したものです。碑文に込め

られた地域の人々の願いについても触れられていま

す。十勝には、音更・清水・新得・中札内にあります。 

 夜空には、日本古来の物語が輝いていることを知っていますか？あの有名なデートは、

なんと「聞き間違い」から生まれた・・・等々。煌めく物語と日本星景写真協会メンバー撮

影の美しい星空写真に、ページを開くごとに心揺さぶられる１冊です。 

    ■□■□□ 自然と遊ぶ ■□■□□■■

￥■ 

 

 
 

 

このたび帯広市に寄贈された資料です。１８５８年、

武四郎４１歳、第６回蝦夷地探査の際の日誌です。 

石狩から十勝への山越えの概略を書き記したもので、

自由訳とは、原文に忠実に説明の言葉や現在の写真

を補った構成になっています。ちなみに、武四郎は随

分と豆が好きで煎り豆を好んで食べていたそうです。 

『天空讃歌』 ＫＡＧＡＹＡ；著  

河出書房新社 ２階浮世絵 請求記号（748 カ） 

BOOK 

 

『デジタルカメラ小さな自然の写し方』 石井孝親；ほか著 

玄光社 ２階一般 請求記号（743.6デ） 

「さあ、お出かけ！」という時にはカメラも忘れずに。太陽光の

加減で出現した一瞬の奇跡。足元に見つけた花や葉っぱ、虫な

ど小さな自然をベストコンディションで残したいものです。構図や

光の方向を工夫して絶景を撮影するテクニックがたくさん紹介さ

れています。 

よむ 

『十勝日誌 自由訳』 松浦武四郎；原作 

たけしろうカンパニー １階児童（21.3マ） 

 

 

月と星々の光が共演する魅惑の天空、そこには一瞬が作り出す奇跡の光景が広がり

ます。地球ならではの水鏡に映る満天の星。月光を浴びて眠るタウシュベツ橋（上士幌

町）は、まるで銀河へつづく夢の鉄橋。夜天空の世界をご覧あれ。 

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 

 

『眠れなくなる宇宙のはなし（増補改訂版）』 佐藤勝彦；著 

宝島社 ２Ｆ一般 請求記号（440.2サ） 

BOOK 

 

BOOK 

『「北加伊道」六〇話』 舟木秀男；著  

財界さっぽろ ２階一般（281.1 フ） 

 

 

曇りの日が続き、すっきりとした青空が待ち遠しいです。 

さて、７月の行事予定は 

１日 １０：００～ 図書交換会／交換本の持ち込み必要 

１６日 １１：００～ 大人のためのおはなし会／申込不要  

１６日 １４：００～ 郷土講演会：松浦武四郎／申込不要 

２１日 １３：３０～ 語り手育成講習会：入門編／申込必要 

２９日 １３：３０～ 絵本にでてくる虫のおはなし／申込不要 

 

蝦夷地と北海道の開拓に取り組んだ人物に焦点

をあて、コンパクトに紹介しています。先人の偉業、

人柄、記録資料などがわかります。十勝関係者は、

関寛斎、依田勉三が登場しています。蝦夷地だけ

でなく日本全部が激しく動いた時代、先人たちの熱

量を感じる人物記です。 

★★★★★ 星に願いをこめて ★★★★ 
                    ７月７日は七夕、天の川や流れ星の夏星空を楽しむ季節到来！！ 

手を伸ばせば届きそうな、星降る十勝の夜空と、空の彼方に続く宇宙を

存分に楽しんでください。印刷技術の向上で、最近の写真集や写真資料

は本当に美しく、部屋にいながら夜空散歩ができますよ。 

BOOK 

 

古代の人の宇宙観から最新の宇宙論まで、人間と宇宙の関わりを紹介。宇宙や銀河

がどうやって誕生したのか、どんな風に関わってきたのか、知れば知るほど不思議さに眠

れなくなるかも！？同タイトルの絵本と合わせて、親子でも楽しめます。 

『松浦武四郎 北の大地に立つ』 合田一道；著  

北海道出版企画センター ２階一般 （289.1マ） 

 記録として残された資料を引きながら松浦武四郎の

生涯を読み解く内容です。豊富な図版と写真、文字情

報だった行程を地図に落として視覚的にわかりやすく

するなどの工夫があります。巻末に多くの引用文献、

参考資料なども明記されています。 

『炎の旅人 松浦武四郎の生涯』  

本間寛治；著 七賢出版 ２階一般（289.1マ） 

 小説仕立ての伝記です。寅年生まれで父から寝物語

に聞かされた軍物語の影響か、幼少期から強情で一本

気なところのあった武四郎。諸国を巡って見聞を広めた

いと強く願い、１６歳の時に家出同然で旅に出た。思っ

たら、とことん突き進み人生を切り開いた男の物語。 

BOOK 
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７月１７日は「北海道みんなの

日」（道みんの日）です。今年は

北海道命名から１５０年の節目

にあたり盛り上がっています。 

２階展示コーナーで資料展示を

しています。（裏面に関連本リス

トを掲載しています。） 

BOOK 

 

『北加伊道 松浦武四郎のエゾ地探検』  

関屋敏隆；著 ポプラ社 １階児童 （Ｅセキヤ）  
 
 松浦武四郎の生涯を子どもたちにもわかりやすく

大きな絵本で伝えることができる１冊です。丁寧な

説明も多く、教室や読み聞かせの場面など大勢で

共有できる本です。蝦夷地探検の臨場感が伝わり

ます。原画は型染版画で作成されています。 

『ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑』  

柴山元彦；著 創元社 ２階一般 請求記号（459シ） 

https://4.bp.blogspot.com/-vs-b4Xo0AjA/VUIHdUTD_oI/AAAAAAAAtPI/H8db_MiB0ZQ/s800/1_hokkaidou.png
https://1.bp.blogspot.com/-gSSB0m9556M/Wqih_XXsDjI/AAAAAAABK3k/478sRojgr0gK1836XZJTiR2UMknaBn7LgCLcBGAs/s800/nigaoe_matsuura_takeshirou.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。 

●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●●●○●● 

 

①４みたいに京子は、右足一本で立っている。 

肩まで届かない髪を無理に縛って顔が少し突っ張っているから、

もともと切れ長の軽く垂れた目が多少釣りあがって見える。 

 

②風が強いのは台風が近づいているせいらしい。庭ではあらゆる

草木が花や葉の裏を見せて横へなびいている。 

 

③家は泣いていて、私の手のひらにぐいぐいと積年の想いを押し

つけてきた。北側の納戸の床はずいぶんまえから黄色ズムシに

やられていて、見えない部分はぼろぼろ、痛くてたまらないとい

う。 

 

④「スタ定のお客さん」 

お待ちどおさまあ、という力の抜けた声が聞こえて、「三葉食堂

のオバちゃんがカウンターに料理の載った皿を置いた。オバちゃ

ん、と呼んではいるものの、すでにかなり腰の曲がったおばあち

ゃんだ。 

 

さて、本のタイトルは・・・◆◆◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇ 

①『愛が挟み撃ち』 前田司郎 文藝春秋 913.6マエダ 

②『花のお江戸で粗茶一服』 松村栄子 ポプラ社 913.6マツム 

③『凍土二人行黒スープつき』 雪舟えま 筑摩書房 913.6ユキフ 

④『僕らだって扉くらい開けられる』 行成薫 集英社 913.6ユキナ 

 

その６４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・・・。 

 

未来へつなぐ、みんなでつなぐ 2018年、北海道は命名 150年。 

今回は特別編として、松浦武四郎関連書籍をご案内します。（貸し出し可能な資料を中心に・・・） 

ここで紹介している資料は７月２９日まで、２階地域資料展示コーナーにあります。 

＊資料の請求記号（B＝文庫）／書名／著者名／出版社＊ 

◇子ども向け   
 Eセキヤ 『北加伊道 松浦武四郎のエゾ地探検』 関屋敏隆：文・型染版画 ポプラ社  

 ２８ニ２  『心を育てる偉人のお話 ２』 西本鶏介：編・著 ポプラ社 

 ２１．３マ 『十勝日誌 自由訳』 松浦武四郎：原作 たけしろうカンパニー 

◇一般向け 

２８１．１マ 『アイヌ人物誌』 松浦武四郎 更科源蔵／吉田豊：訳 平凡社 

２８９．１マ 『松浦武四郎 北の大地に立つ』 合田一道 北海道出版企画センター 

２８９．１マ 『幕末の探検家松浦武四郎と一畳敷』 ＩＮＡＸ出版  

２８９．１マ 『松浦武四郎自伝 新版』 松浦武四郎 笹木義友：編 北海道出版企画センター 

２８９．１マ 『松浦武四郎時代と人びと』 北海道開拓記念館：編集 北海道出版企画センター 

２９１．１オ 『「東西蝦夷山川地理取調圖」を読む』 尾崎功 北海道出版企画センター 

B３８２．１１ハ 『静かな大地 松浦武四郎とアイヌ民族』 花崎皋平 岩波書店 

９１３．６サエ 『北海道人 松浦武四郎』 佐江衆一 新人物往来社 

９１３．６コマツ 『ゆたかなる大地 松浦武四郎が歩く』 小松哲郎 北海道出版企画センター 

９１５．５プ 『江戸の旅日記 「徳川啓蒙期」の博物学者たち』 ヘルベルト・プルチョウ 集英社 

９１５．６マツウ１．２．３ 『松浦武四郎紀行集 上・中・下』 吉田武三：編 富山房  

 

◇このほかに地域資料として、図書館内でご利用いただく資料も所蔵しています。◇ 


