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１日司書体験
図書館のいろいろなお仕事を体験してみませんか？
カウンターでの貸出返却や、本のフィルムコート貼り体験や普段は入れない図
書館バックヤードの見学ができます！
日時：４月２９日（日） １０時～１２時
場所：中央図書館
対象：小学生
定員：１０名 （応募多数の場合は抽選）
申込：４月1０日（火）～４月２２日（日）
持ち物：エプロン、はさみ、本１冊
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。

おはなし広場
毎年、ゴールデンウィークに開催しご好評をいただいている「おはなし広場」。
今年もその時期がやってまいりました！例年、よみきかせをメインに行っていま
すが、今回はよみきかせ＋ワークショップ型となりました。
みんなでこどもの日が楽しみになる工作をしてみましょう！何を作るかは当日
のお楽しみ！
※工作を行いますが、必要なものは図書館側で用意しますので、手ぶらで
お越しいただいて大丈夫です！
日時：５月３日（木）１３時半～１４時半
場所：中央図書館２階 講堂
対象：０歳～小学生
定員：７０名（先着順）
申込不要・入場無料
お問い合わせは中央図書館カウンター （お電話：３５－０５１１）まで。

毎月第３金曜日の午前中に開催している「赤ちゃんと楽し
むはじめてのえほん広場」ですが、この度「赤ちゃんと楽し
むえほん広場」へ名前が変更となりました。また、開始時
間も１０時へなっておりますのでお越しの方はご注意くださ
い。内容も従来より変更予定です。お楽しみに！
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ガラス・検索機横展示「LIGHT IT UP BLUE」
毎年４月２日は国連で定められた『世界自閉症啓発デー』です。世界各地で２日から８日に
かけて自閉症や発達障がいについて、広く啓発する活動が行われます。苫小牧でも緑ヶ丘
展望台や苫小牧信用金庫本店など、市内各地の施設が【LIGHT IT UP BLUE】の名の通り、青
く照らされるイベントが行われます。苫小牧市立中央図書館では、３月３１日より北海道自閉症
協会苫小牧分会「あじさいの会」さんによるガラス・パネル展示を１階資料閲覧室にて行ってい
ます。当事者による手作りの作品や、理解を深めるためのオススメ書籍と推奨文、自閉症の
方の視界を体験できる手作りのゴーグルなどを展示しております。この展示を通じて、自閉症・
発達障がいに対する理解をより一層深めていただければ幸いです。図書館へお立ち寄りの際
はぜひとも展示をご覧ください。また、関連書籍も検索機横にて展示しておりますので、お手に
取ってみてはいかがでしょうか？
『ぼく、アスペルガーかもしれない。』花風社 2010年01月 R ﾅ→

新刊棚横展示「日本の城」
今回は日本の城に関する本を集めました。記録が曖昧な部分があるので正確な数は定かでは
ありませんが、日本にはかつて25,000以上の城があったとされています。城といっても柵で領地
が囲まれているだけのものや、文書に存在していた記録があるだけのものもあります。その後廃
城令や戦争、天災などにより城の数は激減し、当時からその姿をとどめている現存天守は12城、
建て直しなどを経て一般公開されている城は約200城になりました。城によって建てられた時代も
外観もさまざま。城を通じてその時代をのぞいてみるのも面白いかもしれません。
←『一度は訪ねたい日本の城』西ケ谷 恭弘／編著 朝日新聞出版 2015年03月 521.8 ｲ

児童展示「見たい！知りたい！地下の世界」
春です。雪が解けて、あたたかい日差しが大地をあたためはじめると、冬のあいだ、地面の
下に隠れていた花や草、いろいろな生きものが土の中から顔を出してきます。もしかして、土
の中にも虫やもぐらのおうちや学校があったりするのかな？？？今月は、地面の下にある世
界に注目してみました。土の中でくらす生きものの本や、わたしたちのくらしを支える地下のしく
みの本、地中ふかい所にある化石や宝石、そしてもっと深いところ地球のまんなかのお話な
どを児童コーナーの丸テーブルに集めています。図書館で地下世界をのぞいてみよう！
『アンダーアース・アンダーウォーター』
アレクサンドラ・ミジェリンスカ／作・絵，ダニエル・ミジェリンスキ／作・絵，
徳間書店児童書編集部／訳 徳間書店 2016年12月 45 ｱ→

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊
４月１日 １６５分 洋画（アメリカ）
『６才のボクが、大人になるまで。』

４月８日 ６２分 アニメーション
『ドナルド・ダック ドナルドの磁石騒動』

メイソンは、テキサス州に住む6歳の少年。母と姉と共に
ヒューストンに転居し、多感な思春期を過ごす。ひとつの家
族の12年間の物語。エラー・コルトレーン／出演

ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい!! 「ド
ナルドの磁石騒動」「ドナルドのメキシカ・ドライブ」「ドナルド
の博物館見学」など、楽しいお話全8話。

４月１５日 １４２分 洋画（アメリカ）
『ブリッジ・オブ・スパイ』

４月２２日 １０７分 アニメーション
『アルプスの少女ハイジ』

弁護士のジム・ドノヴァンは、アメリカ国内で捕らえられた
ソ連のスパイの弁護を引き受ける。実話に基づく究極の
スパイ・サスペンス。トム・ハンクス／主演

両親を失ったハイジはアルムおじいさんと山小屋に住んで
います。ハイジと友達のペーターは足が不自由なクララ
を背負って山に登りました。杉山 佳寿子／声の出演

甘い恋愛小説で暮らしを立てているくせに、極めつけの毒舌家で異常なほどの潔癖
４月２９日
１３８分 洋画 （アメリカ） 症。誰もが認める変人男のメルビンが、何と子持ちのウェイトレスのキャロルに恋をした。
想いは募る一方なのに、口を開けば暴言ばかり。果たして偏屈な恋愛小説家にハッ
『恋愛小説家』
ピーエンドは来る？ジャック・ニコルソン／出演
２
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今月のボランティアさん⑦
～番外編②
ボランティア意見交換会（フロアワークボランティア編）
先月号に引き続き「ボランティア意見交換会」についてご紹介いたしますが、今回は個人
（フロアワーク）ボランティアさんの意見交換会についてお話しします。
各々活動されている曜日や時間が違うため、なかなか顔を合わせる機会が少ない個人
ボランティアさんたちですが、年に１回の意見交換会は顔合わせができる大変貴重な機会
です。今年度は３月１日に開催。１０名以上のボランティアさんが出席予定でしたが、今年１
番の大荒れの天候になってしまい多数の方が欠席。それでも４名の方に出席いただき、ボ
ランティア活動をしていくうえでの疑問点や改善点をお話いただきました。その他にも図書館
スタッフでもお客さまでも無い新たな視点として意見やアイディアをいただいたりと、今後の図
書館をより良くしていくための良い刺激になりました。その後１４時半より、「フロアワークボラン
ティア スキルアップ研修会」を行いました。今回のテーマは「参考郷土資料室を知ろう！」と
いうことで、郷土参考資料室の案内と閉架書庫にある貴重資料を見ていただきました。み
なさん特に興味を持っていただいたのは苫小牧の古地図でした。「あの頃はこうだったね」「こ
こにたしかにこんな建物あったね！」等、いろいろお話しをしていただき、こちらも非常に勉強
になる研修会となりました。

☆図書館員の雑談日記☆

新刊案内
『シリアの秘密図書館』

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。１４回目は「閉架書
庫」について。

デルフィーヌ・ミヌーイ／著，
藤田 真利子／訳 東京創元社
010.2 ｼ

閉架書庫。閉じる書庫ってなに？開かず
の間？いいえ、そうではありません。一般に
開放されていない書庫＝閉じた書庫、とい
うことで「閉架書庫」となっています。中央
図書館にある書庫の一つで、主に昔に出
版された本や新聞、雑誌等がしまってありま
す。図書館の本を検索し、「閉架書庫」と
表示された場合はお近くのスタッフにお声
かけいただけますと書庫よりお持ちいたしま
す。
新聞は２階の参考郷土資料室にいるス
タッフにお声かけください。苫小牧民報は発
行開始より所蔵しているため、皆さんの生ま
れた日の新聞もあるかも…？ぜひご自身の
目で確かめてみてください！

「自由な言葉を閉じ込められる牢獄はな
い。情報が行き交うのを妨げられるほどの
固い封鎖もない」。以上の抜粋より始まるこ
の本。筆者はフェイスブックで『シリアの人た
ち』という若い写真家集団をたまたま見つ
けたことがシリアに向かったきっかけだそうで
す。本は時に知識として、時に娯楽として
我々の傍に寄り添ってきました。それは戦争
の真っただ中の国でも同じだという事を認識
させられました。平和であることの幸せは
日々感じている方も多いでしょう。それと同
時に普段身近にあるものの尊さを改めて感
じてみることも良いのではないでしょうか？
３
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【開館時間】
9：30～20：00

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
休館日

９ 10 11 12 13 14 15
休館日

16 17 18 19 20 21 22
休館日

23 24 25 26 27 28 29
館内整理
休館日

休館日

30

…よみきかせ
（図書館スタッフ）
１日 １４時～
…よみきかせ（にじのはし）
14日11時～/28日11・14時～
…赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば
２０日 １０時～

…ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）
２１日 １４時～
…よみきかせ
（苫小牧こどもの本の会）
１５日 1４時～
…一日司書
２９日 １０時～
…ナイトミニシアター
１１日・２５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

今年度は図書館開館30周年として
記念事業を計画中！おたのしみに！
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１１日『ダレン・シャン』 洋画 109分 字幕
２８日『そして父になる』 邦画 121分
第２・４水曜日17時45分～上映
入場無料・事前申込不要・直接会場へ
シ
ア
タ
ミ
ニ
ー
編集後記
４月になりましたがまだまだ寒い日が続きますね。先月は異常気象と
もいえる悪天候に何度か振り回されました。お仕事、お勉強に影響し
た方も少なくないのでは？旅立ちの季節に思いがけないサプライズ
をもらった気分でした。まだ雪は降るかもしれませんがそれも名残り雪。
これから来る春に期待して残りを楽しみたいと思います。
４
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