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北見市立中央図書館文学館コーナー

平成28年2月9日

開設記念講演会

No.263
北見市立中央図書館

「どくとるマンボウ家の
てんやわんや」

TEL

0157-23-2074

（貸出・返却カウンター）

0157-57-4646
（事務室）

FAX

0157-23-9693

歌人であり、祖父・斎藤茂吉の素顔や、祖母・輝子が79歳で
南極、80歳でエベレスト、85歳でガラパゴスなど、世界108カ国
を旅行した話や、父・北杜夫の躁うつ病のてんやわんやの話、家
族で上高地を訪れた思い出など、楽しい話をお届けします。

2月20日○土

平成28年
入場
無料

開場 16:00
開演 16:30
定員 100人（先着順）

会場 北見市立中央図書館
多目的視聴覚室
「文学館出前講座」講演

次回イベントのご案内

「斎藤茂吉と北海道～歌集『石泉』を巡って」
◆日時 平成28年3月12日(土) 13時30分～
◆会場 北見市立中央図書館多目的視聴覚室
◆講師 内田 弘さん(公益財団法人北海道文学館副理事、北海道歌人会代表)
北海道文学館副理事長で、北海道歌人会代表を務める内田 弘さんを講
師に迎え、講演会を開催します。斎藤茂吉と北海道、北見との関係を知るきっ
かけとして、ぜひご参加ください！
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講師

斎藤 由香氏

エッセイスト
祖父は歌人・斎藤茂吉、父は作
家・北杜夫
成城大学文芸学部国文科を卒
業 後、サ ント リー 株式 会社 に 入
社。自 称「窓 際 OL」と し て、会 社
員を続けながらエッセイを執筆。
著書に、週刊新潮の連載をまと
めた『窓際OL トホホな朝ウフフ
の夜』『窓際OL 親と上司は選べ
な い』『窓 際 OL 人 事 考 課 で ガ
ケっぷち』、歌人・斎藤茂吉の妻
であり、祖母・輝子の生涯を描い
た『猛女とよばれた淑女』、『パパ
は楽しい躁うつ病』など。

町田節炸裂、
爆笑必至の古典説話集
「日本文学全集8巻」

池澤 夏樹/個人編集 河出書房新社/刊

「宇治拾遺物語」

町田 康/訳

今回ご紹介するのは、昨年9月に発行された全集の1冊で、
古典の翻訳ものです。
こう聞くとすごく難しい本のように感じますが、そんなことはあり
ません。芥川賞作家・町田康さん独特のナンセンスで馬鹿馬
鹿しく、リズミカルな文体「町田節」にグイグイ引き込まれ、何と
もいえない、シュールで滑稽な世界に連れて行かれる本なの
です。私は夜中に読んで不覚にも大爆笑してしまいました。
「宇治拾遺物語」は、13世紀前半頃、中世日本の説話集。
「あはれ」な話、「をかし」な話、「恐ろしき」話など多彩な説話
が集められ、高校のテストなどでもよく出題されています。
いわゆる「古典」の定番で、面白いもへったくれもない、と思っ
ていたのですが、この本は良い意味で期待を裏切ってくれまし
た。
例えば、今でも「こぶとりじいさん」として知られるお話では、
チーマー風の派手な鬼達が「それって極悪じゃね？」「やっぱ
瘤いこう、瘤」と言っておじいさんの瘤をとります。登場人物、軽っ。そして妙にリアル。
意味を拾うだけでは分からなかった、身近な滑稽話としての宇治拾遺物語の魅力が伝わります。鎌倉時代
の人たちが、どうしてお話を愛でたのか分かる名訳です。
～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～

ンサ
雑誌スポ

介
ーのご紹

1月号でご紹介した「雑誌スポンサー制度」ですが、2月1日より新たなス
ポンサーが決定しました。
雑誌スポンサーは随時募集しておりますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

☆新しい雑誌スポンサー
です。
●OB-J HAIRFACTORY
（ひよこくらぶ）
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室だよ
分館・分
東分館

り

春光町6丁目1-22

緑地区分館

TEL 61-7147

「娘になった妻、のぶ代へ」
砂川 啓介／著 双葉社／刊

上ところ682-1

「二番目の悪者」

金色のたてがみを持つライオンは、一
国の王になりたかった。自分こそが王に
ふさわしいと思っていた。ところが、街は
ずれに住む優しい銀のライオンが「次の
王様候補」と噂に聞く。ある日、金のライ
オンはとんでもないことを始めた－。
登場するのは動物ばかり。人間はひと
りも出てきません。けれど1ページ目はこ
の言葉から始まります。
「これが全て作り話だと言い切れる だろ

うか」

相内分室

TEL 38-2644

TEL 35-3066

人生 を 変えた 忘れ られ ない風
景、大切な人との出会いの場所な
ど、ごく私的な情景を綴ったお手紙
をたよりに、火野正平さんが自転車
でその風景を目指すＮＨＫの人気番
組「にっぽん縦断 こころ旅」が書籍
化されました。旅をして感じた日本
の奥深さや番組の裏話など、エッセ
イや写真で紹介しています。番組
ファンの方はもちろん、見たことのな
い方もぜひ読んでみてください。

味付け冷凍&冷蔵おかず、お手軽
&お手頃な肉レシピ、毎日食べたい
ヘルシーな野菜レシピ…。「忙しくて
なかなか作れない」という人でも、フ
ライパンだけ、レンジだけ、炊飯器だ
けですぐに作れる、簡単で作ってみ
たくなる美味しいレシピが満載。 忙
しい人のための魔法の54レシピを紹
介しています。安い材料が美味しく
なる秘密のワザも大公開!

東相内町288-15

相内町109-3

「人生下り坂最高！」
火野 正平＋ＮＨＫチームこころ旅／著 ポプラ社／刊

「もっと！ぼくのごはん」
ぼく／著 ワニブックス／刊

東相内分室

TEL 36-4841

林 木林／作 庄野 ナホコ／絵 小さい書房／刊

「コンニチハ、ボク、ドラえもんで
す」という挨拶でお馴染みの国民
的人気番組「ドラえもん」の声を務
めていた女優の大山のぶ代さん。
彼女が脳梗塞で倒れ、その後ア
ルツハイマー型認知症と診断され
た。「介護と は 何か？」「夫婦 とは
何か？」を少しでも考えるきっかけ
になってくれるのならという思いを
込めて、俳優で夫の砂川啓介さん
が 綴 っ た「認 知 症」介 護 日 記 で
す。

上ところ分室

双葉町1丁目2-2

分館・分室職員のオススメ本を紹介し
ます。

TEL 36-4286

「夏井いつきの美しき、季節と日本語」
夏井 いつき／著 ワニブックス／刊

ここに紹介している本は、北見市内ど
この図書館でも取り寄せができますの
で、お気軽にカウンター職員にお尋ねくだ
さい。

テレビなどでお馴染みの夏井い
つきさんの本を紹介します。俳句で
大切な季語を使って文章力を身に
つけ、季節を使った手紙やメール
の書き方が紹介されています。
春夏秋冬の様々な日本の美しい
日本語も、使用例とともに紹介され
ています。

また、新しい本もたくさんありますので、
ぜひ各館でご覧ください！
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１月に入った新しい本
館

タイトル

著者

館

宗田 理
かがくい ひろし

女子会川柳 3
植物たち

シティリビング編集部
朝倉 かすみ

東相内分室

東分館

ぼくらの魔女戦記 2
うめじいのたんじょうび

相内分室

中央館

真田丸 前編
NHK出版
信長はイエズス会に爆殺され、
副島 隆彦
家康は摩り替えられた
坂の途中の家
角田 光代

蝶の力学
麻見 和史
もりのやきゅうちーむふぁい
堀川 真
たーず
都会(まち)のトム＆ソーヤ 13 はやみね かおる

常呂図書館

上ところ分室

ナゾトキ脱出コレクション
結城 靖高
親ゆびを刺激すると脳がたちま
長谷川 嘉哉
ち若返りだす！
心がらくになるほっとする言葉 浅見 帆帆子
ママが変わる！SHEILAのOK育児
ＳＨＥＩＬＡ
でノンストレス
ホワイトを楽しむインテリア
主婦の友社
理系の人々 5
よしたに

端野図書館

緑地区分館

頂上至極
村木 嵐
スクールライブ・オンライン 7 木野 裕喜
ベアトリス・キャロクレー
フランス式整理術
ル・マゾワイエ
オニのサラリーマン
大島 妙子

※お近くの図書館で予約や受け取りも可能です。詳しく
はカウンターへお問い合わせください。

留辺蘂図書館

休館日と開館時間
■中央図書館
休館日：1日・8日・15日・22日・26日・29日

タイトル
私は絶対許さない
人間は死んでもまた生き続
ける
これだけで、幸せ
ヒミツの子ねこ 7
ねこいぬちゃん
朝の腸内リセットがカラダ
を変える
アリスとキャロルのパズル
ランド
幸福な百貨店
ともがき
漆黒鴉学園 5
三十路だけどロンドン暮ら
し
ジョンとばななの幸せって
何ですか
現代日本バカ図鑑
こども折り紙あそび
ガスこうじょうききいっぱ
つ
世界一清潔な空港の清掃人
獅子吼
バスボムレシピ
ハルと歩いた
モリくんのいちごカー
「専業主夫」になりたい男
たち
日本昭和ラブホテル大全
孫と私の小さな歴史
ムーンナイト・ダイバー
トドマツ

著者
雪村 葉子
大谷 暢順
小川 糸
スー・ベントレー
のぶみ
松生 恒夫
R.W.ガランド
秋川 滝美
古内 ヨシ
望月 べに
Kana
ジョン・キム、吉本 ばな
な
適菜 収
いしばし なおこ
シゲリ カツヒコ
新津 春子
浅田 次郎
篠原 由子
西田 俊也
かんべ あやこ
白河 桃子
金 益見、村上 賢司
佐藤 愛子
天童 荒太
石黒 誠

開館時間：火曜～金曜／９時30分～20時
土・日・祝日／９時30分～18時

■東分館・緑地区分館

読み聞かせ・イベント日程

休館日：1日・8日・11日・15日・22日・29日
開館時間：火曜／13時～17時

＜中央図書館＞

水～日曜／９時30分～17時

◆ 6日(土)11時～／ころぽっくる

■上ところ分室・相内分室・東相内分室

◆14日(日)11時～／北見お話の会

休館日：1日・8日・11日・15日・22日・29日

◆20日(土)11時～／ころぽっくる

開館時間：火曜～日曜／13時～17時

◆28日(日)11時～／北見お話の会

■端野図書館

＜東分館＞

休館日：1日・8日・15日・22日・29日
開館時間：火曜～日曜／10時～17時

◆18日(木)11時～／シロクマ

■常呂図書館

＜留辺蘂図書館＞

休館日：1日・8日・12日・15日・22日・29日

◆ 6日(土)14時～／あのね

開館時間：火～土曜／９時～20時

◆13日(土)14時～／あのね

日曜／９時～17時

◆20日(土)14時～／あのね

■留辺蘂図書館

◆27日(土)14時～／あのね

休館日：1日・8日・11日・15日・22日・26日・29日
開館時間：火曜～日曜／10時～18時

◆3日(水)～21日(日) るべしべ光星苑作品展
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