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クレヨンで図書館の窓に絵を描こう！ 

苫小牧市で教員として働きながら画家として活躍された故遠藤ミマン氏につい
てお話しいただく講演会です。 
講師に遠藤氏と親交のあった三村伸（みむらしん）氏をお迎えします。 

図書館文化セミナー 
「遠藤ミマン 勇払原野を愛して」 

図書館 
カレンダーは 
４ページに掲
載しています。 

日時：２月２４日（土） 開場１３時、開演１３時３０分 
場所：中央図書館２階 講堂 
定員：５０名 （先着順） 
申込：２月1日（木）～ （受付後、整理券配布） 
お申込みは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）にて。 

日時：２月２４日（土）１６時 
対象：小学生～中学生  ※小学生は保護者同伴 
定員：３組 ※１組につき、１～３名まで参加可能です。 
         ぜひお友達と参加してね！ 
申込期間：２月１日（木）～２月１８日（日）  
※応募者多数の場合抽選 
お申し込みは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）まで。 

苫小牧市立中央図書館の児童コーナーにある窓ガラスにクレヨンを使って
季節にあったイラストや好きな絵を描いてみませんか？ 

今 

ー タ ア ニ シ ミ 

ト イ ナ の 月 

２月１４日『マンマ・ミーア！』 洋画 109分 
２月２８日『その街のこども 劇場版』 邦画 83分 
        
      17時45分～上映 入場無料・直接会場へ 



2月4日 131分 洋画 
『やさしい本泥棒』 

２ 

平昌オリンピック（2/9-2/25）開催に合わせ、冬季オリンピックに関連する資料を展示しています。 
1階ガラスケースでは、苫小牧ゆかりの10選手がメンバー入りしたアイスホッケー女子日本代表「ス
マイルジャパン」の新聞掲載記事などの資料を中心に集めています。また、2階自習室前でも関
連展示として札幌、長野オリンピックを振り返り、日本で行われた冬季オリンピックについて知ること
のできる資料を紹介しています。冬季オリンピックについて知ると、より今回の大会が楽しめることと
思います。どうぞ冬の祭典をお楽しみください。 

『氷上の闘う女神たち』神津 伸子／著 双葉社 2014年01月 HT784.7 ﾋ→ 

紀元前660年2月11日（旧暦1月1日）初代神武天皇即位より、今上天皇陛下は125代になら
れます。神武天皇をさらに遡れば神話へと繋がりますが、神話の時代から王朝が変わってない
国は、世界中で日本だけだそうです！来日される海外の方からは、日本の風景、伝統、文化
のみならず何気ない日常生活の中に、“日本の凄さ、美しさ”を発見し、日本人でありながら、
その真価を充分に認識していなかった大切なことを、逆に教えられます。忘れてしまった日本の
良いところ、知らなかった凄いところ、気付かなかった美しいところ、見つけてみませんか。 
←『日本通』渡辺 昇一／著 育鵬社 2010年02月 361.5 ﾆ 

      新刊棚横展示「日本再発見」 

ガラス展示「冬季オリンピック特集」 

  検索機横展示「冬季オリンピック開幕！」 

外は一面雪景色！…とはいかない今年の冬ですが、少ないながらも雪が降ると楽しさよ
り雪かきのめんどくささが勝ってしまうようになった今、「大人になったなぁ」と感じます。そんな
雪や寒さが必要不可欠なウィンタースポーツ！そしてその祭典、冬季オリンピックが開幕で
す！オリンピックやウィンタースポーツに関する本を集めました！ 

『雪山を滑る人』 渡辺 洋一／著 実業之日本社 2009年12月 784.3 ﾕ→ 
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図書館ミニシアター 

2月25日 60分 アニメーション  
『グーフィ グーフィのバスケットボール』 

2月18日 99分 邦画 
『父と暮せば』 

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊ 

2月11日 55分 アニメーション 
『ぼくは王さま しゃぼんだまとにちようび』 

原爆投下から3年後の広島。愛する人々を原爆で失っ
た美津江は、1人の青年に恋をした。だが彼女は自分が
生き残ったことに負い目を感じていて…宮沢 りえ／出演 

おっちょこちょいで、にくめない、みんなのグーフィー!! 「グー
フィーのスキー教室」「グーフィーの野球教室」「グーフィー
の水泳教室」など、グーフィーの楽しいお話全8話を収録。 

２月にあるイベントといったら・・・？そう！バレンタインデーですね！ 
今回は、あまーいものがたくさん出てくるおはなしや、お菓子作りの本など、見ているだけで、
なんだかあまーいもの食べたいなー！バレンタインは誰かにチョコレートをあげようかなー！
という気持ちになる本をたくさんあつめました。ちなみに、みなさんはどうして２月１４日はバレ
ンタインデーと呼ばれる様になったのか、御存じですか？こちらを調べられる本も用意しまし
たよ！気になった方は、児童コーナー丸テーブルにある本をご覧ください♪ 
←『チョコレートのそもそも』佐藤卓デザイン事務所／著 平凡社 2016年11月 58 チ 

       児童展示「てづくりしよう」 

王さまが「つぶれないしゃぼんだまをつくれ!」とたいへんな
ことを大臣にめいれいして…「しゃぼんだまのくびかざり」な
どおはなし2話とショートアニメを収録。チョー／声の出演 

1938年、ドイツ。里子に出されたリーゼルは、里親から読
み書きを学ぶ。彼女はナチスに燃やされた本の中から、
焼け残った1冊を持ち帰り…ジェフリー・ラッシュ／出演 
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☆図書館員の雑談日記☆ 
 
 
 

 図書館の裏側や豆知識やあれやこれや…を紹介する雑談日記。１２回目は「図書館ナ
イトミニシアター」について。 
 先日、「図書館ミニシアター」についてご説明しましたが、今回は「図書館ナイトミニシア
ター」。勘がよい方はお気づきかもしれません。そうです！「夜の」映画上映会です！ 
こちらは第２・第４水曜日に２階講堂にて、夕方の１７時４５分よりの上映になります。月曜日
から学校や仕事が始まり、だんだんと疲れが出てくる水曜日…図書館で映画を見ながらリ
フレッシュはいかがでしょうか？２０時の閉館にあわせ、２時間未満の 
作品の上映となりますのでお気軽に足をお運びください。中学生以下の 
方がご覧になる際は、必ず保護者の方と一緒においでください。 
今月の上映作品は１ページ目をご覧ください。日曜日に行ってい 
るミニシアターと同様、申込不要です。直接会場へお越しください。 

『注文をまちがえる 
      料理店のつくりかた』 

 

小国 士朗／著 方丈社 493.7 ﾁ 

新刊案内 

 去年の夏、3日間のみの営業にもかかわ
らず、SNSを中心に話題となった「注文をま
ちがえる料理店」。その店は店名の通り、
ホールスタッフがオーダーや配膳をときどき
間違えてしまいます。なぜ間違えてしまうの
か、なぜ間違いが許されているのか。それ
はホールスタッフがみんな認知症の状態に
ある方々で、間違いを受け入れ、間違いを
一緒に楽しむことをコンセプトにオープンした
料理店だからです。この本は、そんな料理
店の発足から閉店までを書いたドキュメント
です。発起人である著者が自身のコネを
最大限に使い、様々な企業やその道のプ
ロと連携し、各々の思いを詰め込んでオー
プンした料理店。いくつかトラブルも起きまし
たが、それを上回る発見や喜び、感動があ
りました。人のあたたかさがつまったこの料
理店、少しのぞいてみませんか？ 

NDCってな～に？⑦  

 ５類には、第二次産業の生産技術や第
一次産業の採鉱技術、それらに関わる生
産・流通経済に関する図書、そして家政学
や生活科学がおさめられています。 
 建築工学や土木工学、環境工学や工
学基礎、鉄道工学など、工学に関するあ
らゆる分野が入っています。 
 また、当館では「実用書」と呼ばれる図書
もこちらに含まれます。内容ごとに色分けし
たシールが背表紙に貼られていますので、
探すときの目印にしてください。 
              通信工学も含まれ 
             るので、情報通信や 
             データ通信、ネット 
             ワークについて書か 
             れた本もこちらに入り 
             ます。パソコン等の 
             お勉強をされる方は 
             ５類と、０類をご覧くだ 
             さい。 

～５類 技術 Technology 
 （工学、工業、家政学） 



月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４

５
休館日

６ ７ ８ ９ 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19
休館日

20 21 22 23
館内整理
休館日

24 25

26
休館日

27 28

  …よみきかせ 
       （図書館スタッフ） 
  ４日 １４時～  
  …よみきかせ（にじのはし） 
  10日11時～/24日11・14時～ 
  …赤ちゃんと楽しむ 
    はじめての絵本ひろば 
   １６日 １０時半～ 
  …ストーリーテリング 
    （おはなしオルゴール） 
  １７日 １４時～ 
  …よみきかせ 
    （苫小牧こどもの本の会） 
  １８日 1４時～ 
  …図書館文化セミナー 
  「遠藤ミマン勇払原野を愛して」 

   ２４日 １３時半～ 
  …ナイトミニシアター 
  １４日・２８日 １７時４５分～  
  …ミニシアター 
  毎週日曜１３時半～  
  ２階講堂  
  入場無料 申込不要 

４ 
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編集後記 
 

今年度上半期分の芥川賞と直木賞が発表されました。今回の受
賞作は上記のとおりとなっています。直木賞の『銀河鉄道の父』は
岩手出身の宮沢賢治が題材であること、また芥川賞の若竹氏が岩
手県出身とのことで岩手県にゆかりのある方の受賞で岩手県が大
変盛り上がっているそうです。「該当作品なし」となることもあるのです
が、今回は複数受賞ということで今後のご活躍に期待したいです！ 

                             
編集／発行  

苫小牧市立中央図書館  
指定管理者  

TRC苫小牧グループ   
           〒053-0011 

北海道苫小牧市 
末広町3丁目1番15号  

☎ 0144-35-0511  
Fax 0144-35-0519  

✉ info@tomakomai-lib.jp 

【開館時間】 
9：30～20：00 直木賞と 

芥川賞は毎年 
たくさんの方が
予約されます。 
お早目の 
ご予約を！！ 

第158回 直木賞・芥川賞 
 
平成２９年度下半期の受賞作が決定しました。 
直木賞に門井慶喜（かどい よしのぶ）氏の『銀河鉄道の父』、 
芥川賞は若竹千佐子（わかたけちさこ）氏の『おらおらでひとりいぐも』、
石井遊佳（いしいゆうか）氏の『百年泥』が選ばれました。 
 
『百年泥』はまだ単行本化されていません。 
『新潮2017年11月号』に掲載されていますので 
そちらをご予約ください。 


