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～ ５月１日 には 新天皇が即位 ～
皆さんの中には 4 月 1 日の新元号発表の日は、
朝からテレビに噛り付いていた人も多かったの
ではないでしょうか。
午前 11 時 40 分頃、菅官房長官が額縁を掲げて
新元号の「令和」を示した時には、
「お～っ！」と
か「え～っ!?」とか色々な感情がわいたのではな
いでしょうか。
「平成」に改元した時の小渕官房長官（当時）の
姿をオーバーラップさせたのは筆者だけではな
いと思います。
（まあ、政府としても踏襲していた
わけですから…ね）
そして何よりも新元号の典拠となったのが「万
葉集」の大伴旅人が書いたとされる「初春令月、
気淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香」からで、
万葉集ってどんな歌集なのかな？って気になっ
た方も多いのではないでしょうか。
図書館でも 4 月の 13 日から
19 日まで、ウィークリーのお
すすめコーナーで早速展示さ
せていただきました。
反応もあり、色々と手にとっ
ていただけたようです。

万葉集は（何度も報道された
ので覚えたと思いますが）、日
本最古の歌集で天皇や皇族、
貴族だけではなく防人や農民
など幅広く多くの人々が詠ん
だ歌が収められたものです。
学生時代の筆者は、古文・漢文が苦手だったので
二の足を踏んでしまいますが、国書からの初めて
の選定となれば、やはり気になりますね。
そして、筆者の個人的な思いがひとつ…ふたつ。
元号のアルファベット表記ですが、昭和の「S」
・
平成の「H」は意識せずに自然と使用していました
が、令和の「R」は慣れるのかな？って微妙な思い
を感じました…。
それから「令和」のイントネーションは？
菅官房長官の会見は「⤴令和」と文頭にアクセント
がありましたよね。でもネイティブ道産子として
は「→令和」の平坦か「令和⤴」の語尾にアクセン
トが…って思ってしまいましたが、皆さんはどう
感じました？
まあ、使っているうちに慣れるんでしょうね。

ご存知ですか？

研修室、集会室、多目的ホール
図書館の研修室、集会室、多目的ホールを皆さんも
使用できる・借りることができることをご存知です
か？
物品・商品の販売目的や怪しげな勧誘など、公共施
設での使用として相応しくない場合はお断りしてい
ますが、基本的には個人や仲間、団体やサークルなど
どなたでもご利用いただくことができます。
利用申請書を提出いただき、許可を受ければ大丈夫
です。4～5 人から 80～90 人位まで可能です。
お気軽に声をかけてください。
また普段、集会室に団体利用が入っていない時は、
自習室として開放していますので、ご利用ください。
中学・高校のテストが近くなると
館内は学生の利用が大変多くなっ
ています。席が足りなくなった時
は、研修室の解放も考えていますの
で、職員に声をかけてください。

５月の定例映画会
２日(木)
10 日(金)
16 日(木)
19 日(日)

『心の香り』
『埋もれた青春』
『エリート・スクワッド』
『稚内発 ～学び座～
ソーランの歌が聞こえる』
24 日(金) 『黄金の七人』
時 間
会 場

木・日曜…午後２時～
金曜…午後６時～
多目的ホール
※入場無料

子どもアニメ上映会！
5 月 4 日（土） メアリーと秘密の王国
5 月 5 日（日） ウォーキング with ダイナソー
いずれも 14 時から 多目的ホール 入場無料

2019 年本屋大賞

瀬尾まいこ「そして、バトンは渡された」
本好きの方ならご存知の「本屋大
賞」が、4 月 9 日に発表されました。
今年は、瀬尾まいこさんの「そし
て、バトンは渡された」で、初めて
のノミネートでの大賞受賞となり
ました。
この作品は、
「ブランチ BOOK 大賞 2018」の大賞
や「キノベス！2019」第 1 位を獲得するなど、前評
判が良かった作品のようです。
全国の書店からの直接の声で選ばれるこの大賞は、
売りたい本・読んでもらいたい本としての「熱さ」
が伝わってくるので毎年楽しみにしている方も多い
のではないでしょうか。
それから、本屋大賞に先駆けてもう一つの「おすす
め本」が選ばれているのをご存知ですか？
本屋大賞候補作は、過去 1 年間に出版・刊行された
ものが対象ですが、それ以前に出ている作品の中か
ら「今になって読み返しても面白い本」として選ば
れる発掘部門が 3 月 28 日に発表されていました。
今回は 2005 年に刊行された神山裕右さんの「サス
ツルギの亡霊」です。神山さんは 2004 年に史上最
年少で江戸川乱歩賞を受賞しており、南極を舞台に
繰り広げられるストーリーは臨場
感に溢れ、冒険・アクションとして
も楽しめるミステリー小説です。
当館にも蔵書していますので、ぜ
ひご一読を！

図書展示・館内展示
◇ドは読書のド♪ 「良い絵本」
～全国学校図書館協議会選定～
5 月 29 日まで （児童図書コーナー）

◆休 館 のお知らせ◆
・定例休館日 … 月曜日
・特別館内清掃により休館 … ７日（火）
・月末図書整理休館 … 30 日（木）

なまら はんかくさい
（第 19 回）

北海道弁を使ってみると色々な言葉についてい
るなと思う言葉です。
【 ～ こく】 … ～する
・この前、結婚式のスピーチで失敗こいちゃってさ
・お前だら、すぐそやっていい振りこくもんな
・明日までにやれって言うから、はっちゃきこいて
やったべさ
・いつまでもそやってだはんこいてるんでねぇ！
・そんなに調子こくな～
・あんまり脅かすな、びっくらこくべや
等々、たくさん出てきますね。
広辞苑によると「放く」と書いて、
意味は ➀体外に出す。放つ（屁を
こく） ②ものを言うことを卑しめ
ていう語。ぬかす（嘘こき） とあ
ります。
上の例文を標準語にすると、失敗こく＝失敗す
る、いい振りこく＝いい格好をする、はっちゃきこ
く＝一生懸命がんばる、だはんこく＝駄々をこね
る、調子こく＝調子に乗る、びっくらこく＝びっく
りする となりますね。
「～こく」にするとちょっと野暮ったく、品が下
がる言葉のように聞こえますし、ゴツイ男の人が
使うイメージがありますね。
めんこいお姉さん・お嬢様には、あまり使ってほ
しくないかもしれません…。

移動図書館車「ぶっくくん」 ５月 巡回日程表
◆14・28 日（火）

◆10・24 日（金）

◆９・23 日（木）

上勇知・下勇知・抜海 各地区

声問小学校・稚内緑寿苑・声
問・総合福祉センター 各地区

富磯小学校・宗谷・大岬小学
校・宗谷岬・宗谷小学校 各
地区

◆８・22 日（水）
宝来地区活動拠点センター・
青少年会館・自衛隊前・みど
りグループ・緑５・ひかり幼
稚園 各地区

◆21 日（火）

◆16・30 日（木）

◆15・29 日（水）

朝日・萩見 5・萩見 3・総合
福祉センター・港 3 各地区

曲渕・沼川・東地区活動拠点
センター 各地区

はまなす・栄・富岡グループ・
潮見が丘グループ・ユアーズ
前 各地区

◆17・31 日（金）
豊別・上修徳・天北小中学校・
増幌小中学校 各地区
※ 車両の事故や悪天候、道路
状況等により予告なしに時間変
更または中止になる場合があり
ますのでご了承ください。

