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言葉でつむぐアフタヌーン朗読会
志賀直哉の『転生』などをﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ（元STV）の田中隆子氏より朗読していただきます。
７月２９日（日）１３時半～１４時半 中央図書館２階講堂にて
定員：７０名（先着順） 対象：どなたでも
申込：７月１日（日）～
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絵本作家 石橋真樹子さん原画展「フェリーターミナルのいちにち」
８月１日（水）～８月１２日(日) 中央図書館１階カウンター前にて

図書館３０周年事業

原画
展

ﾄｰｸ
ﾗｲﾌﾞ

絵本作家 石橋真樹子さんトークライブ
８月４日(土)１３時半～ 中央図書館２階講堂にて
定員：７０名(先着順) 対象：どなたでも
申込：７月１日（日）～

苫小牧アートフェスティバル2018

クレ
ヨン

図書館の窓にクレヨンで絵を描こう♪
７月２７日（金）１５時～１６時半 中央図書館１階児童コーナーにて
定員：３組(先着順) ※１組１～３名での受付です
対象：小学生・中学生 申込：７月１日（日）～

和
綴じ

和綴じをやってみよう（初級編）
針と糸を使って和綴じのオリジナルメモ帳を作るワークショップです。
７月２８日（土）１３時半～１５時 中央図書館２階研修室にて
定員：１0名（先着順） 対象：どなたでも ※小学3年生以下は保護者同伴

申込：７月１日（日）～

朗読
と🎸

朗読とギターの夕べ
竹形貴之さんのギターと朗読ｻｰｸﾙ「響」さんのコラボレーションです！
７月２８日（土）１８時～１９時 出光ｶﾙﾁｬｰﾊﾟｰｸ内噴水前広場にて
定員：７０名（先着順） 対象：どなたでも ※中学生以下は保護者同伴

事前申込不要・直接会場へ

中央図書館は、
今年30周年を迎えます！

ばく
りっ
こ

第９回 本のばくりっこ市：ご家庭にある本と図書館の用意した本を「ばくりっこ！」
７月２８日（土）１０時～１４時 中央図書館２階講堂にて
事前申込不要・直接会場へ
※おひとりさま最大１５冊まで。百科事典はお受けできません。
持ち物：交換する本、お持ち帰り用の袋

俳句
教室

子ども俳句教室
俳句について学び、文化公園などを散策、見て感じたことを俳句にしましょう。
７月２９日（日）９時半～１２時 中央図書館２階講堂にて
定員：１５名（先着順） 対象：小学生
申込：７月１日（日）～

朗読

申込・お問合せはすべて
中央図書館 ☎0144（35）0511

イベント
いっぱい
の夏！



図書館ミニシアター

７月２２日 ５０分 アニメーション
『忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント』

７月１５日 １１８分 洋画
『ANNIE』

７月１日 １０４分 洋画
『わたしを離さないで』

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊

７月８日 １００分 アニメーション
『ムーミン ママの巻 ムーミンママの庭』

７月２９日

キャシー、トミー、ルースは他人に臓器を提供する「特別な
存在」として外界から隔絶した寄宿学校で育てられた。や
がて過酷な運命が３人に訪れ…キャリー・マリガン／出演

トーベ・ヤンソン自ら監修のシリーズ。今巻は、「犬のセド
リック」「ムーミンは占い師」「ジャングルになったムーミン谷」
など10話。松 たか子／声の出演

NY、マンハッタン。NY市長候補のスタックスは、車にはね
られそうになったアニーという少女を助ける。4歳で捨てら
れて以来、横暴なハニガンが営む施設で暮らしているア
ニーを、スタックスは選挙戦に利用しようと引き取る。
ジェイミー・フォックス／出演

ときは戦国時代。一流の忍者になるため日々勉強中の
乱太郎・きり丸・しんべヱの仲よし3人組は、ある日、ひょ
んなことから宇宙の大冒険に出発する。宇宙科学番組
「コズミックフロント☆NEXT」とのコラボ。全2話。
高山 みなみ／声の出演

アートフェスティバルのため上映なし
２

1869年、明治政府は『蝦夷地』を『北海道』と改称。開拓使が設置され北海道への移民、開拓
政策が本格化します。日本各地からの移住者、屯田兵、政治犯を含む受刑者等により、やが
て荒涼とした原野は開墾され、道路が作られ、鉄道が敷かれていきます。厳しい自然環境の中
で開拓は困難を極め、過酷な労働と寒さと飢えの為に沢山の方が亡くなられました。今や北海
道は、米や野菜の生産の他、畜産も盛んに行われ、更に水産物にも恵まれる豊かな大地となり
ました。命名150年のこの節目に、改めてこの地を拓き、守ってきた先人の苦労を振り返ってみま
せんか？ 『歴史探訪北海道移民史を知る!』北国 諒星/著

北海道出版企画センター 2016年04月 211 ﾚ→

皆さん、世界遺産と言えばどこを思いうかべますか？北海道に住むものとしてやはり知床？「世
界」遺産という名のとおりグローバルにマチュピチュやエジプトのピラミッド？一言に世界遺産と
言ってもいろいろありますよね！文化遺産、自然遺産、中には危機遺産、負の世界遺産なん
てものも…いろんな世界遺産の本を集めました。ぜひご覧ください！
←『危機遺産からのSOS』NHK「世界遺産」プロジェクト／編 日本放送出版協会 2006年1月

新刊棚横展示「世界遺産を巡る」

ガラス展示「北海道命名150年」

児童丸テーブル展示「緑がいっぱい」

ぽかぽかとした日差しの中、外でお散歩をするのがとっても楽しい季節がやってきました。緑あふれる
木々は風に揺れてさわさわと穏やかな音を鳴らし、草木の爽やかな匂いが辺りを包んでいます。そん
なわくわくする季節に合わせて、緑のたくさん出てくる本を集めました。緑が印象的な絵本や、木にま
つわる物語、もちろん、草木の図鑑や木の詳しくのっている本まで！お気に入りの1冊を見つけて、
図書館の周りにあるサンガーデンや出光カルチャーパークへお出かけしてみてはいかがでしょうか？

『なつのいちにち』はた こうしろう／作 偕成社 2004年7月 Eﾅ→
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夏といえば、夏休み、海、山、花火、キャンプいろいろたのしいことがありますが、夏に暑さを
忘れるためにわざわざホラー映画を見たり、お化け屋敷に行ったり怖い目にあおうとする方が
いますね（わたしはこわいのが嫌いなので絶対にやりませんが）。そういう怖い物好きの方の
ために、おばけ・妖怪・幽霊が出てくる本、怪談・ホラー・怖い本をいろいろ集めてみました。
ぜひ手に取ってご覧ください。
←『ゴーストハント』小野 不由美／著 メディアファクトリー 2010年11月 F ｵ

YA展示「化」
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『どう解く?
答えのない道徳の問題』

やまざき ひろし/ぶん，きむら よう/え，
にさわだいら はるひと/え

ポプラ社 15 ﾄ

しんかんあんない

「どうして正義のヒーローは、悪者を殴ってい
いの？」「ついていい嘘とついちゃいけない嘘
は、どう違うの？」「どうして勉強をしなきゃいけ
ないの？」こんな質問、子どもにされたら、どう
答えますか？この本は、オシャレでわかりやす
い絵と言葉のくみあわせで、いじめや戦争など
普遍的で大人でも答えをだすのが難しいような
質問を子どもたちに問いかけます。親子で読
みあい、考えて、語り合う助けになる本です。
答えがでなくても、親子や兄弟で答えがちがっ
ても、問いかけ自体に疑問をもって新しい質問
が生まれたとしてもOK！ほかの人の立場に
なって考えること、人を思いやること、そして、答
えというのは、必ずしも一つではないこと、そん
な多様な視点で、身近な問題も世界のことも
考えて楽しむことができる一冊です。

夏休みの自由研究に役立つ百科事典の
使い方を一緒に学びませんか？調べること
の楽しさも感じてもらえると思います。

７月２１日（土）１０時半～１２時
中央図書館２階講堂にて
定員：10組(先着順)
対象：小学３年生～６年生とその保護者
持ち物：筆記用具
申込：７月１日（日）～

自由
研究

調べものﾏｽﾀｰになろう！
～自由研究大作戦～

児童・学生の皆さん
はもうすぐ夏休み！宿
題も忘れないでね！
ということで、夏休
みの自由研究に役立つ
この講座。毎年大好評
です。気になる方は
早目のお申し込みを！

ﾊﾟﾈﾙ
展示

あお
ぞら

林野庁林野図書
資料館パネル展示

林野庁から出版されている
樹木マンガ『リン子の絵日記』
林業マンガ『お山ん画』パネル展示です。

様々な木のマンガから、サンｶﾞｰﾃﾞﾝの樹
木医さんに、特に出光カルチャーパークにも
ある木を選んでもらいました。子どもから大人
まで親しみやすい、木と林業をマンガで紹介
したパネル展示です。是非ご覧ください。

６月３０日（土）～
７月２２日（日）２０時まで

中央図書館１階児童ｺｰﾅｰにて

青空こどもとしょかん

毎年のお楽しみ！
青空の下、出光カルチャーパーク内の木
陰などで本の読み聞かせや、紙芝居など行
います。気持ちよい空気の中、皆で楽しみま
しょう！

８月２日（木）１０時半～１２時
出光カルチャーパーク内にて

（雨天時、中央図書館２階）
子どもから大人まで
持ち物：帽子・飲み物（水分補給用）

図書館員の雑談日記はお休みします



…よみきかせ
（図書館スタッフ）

１日 １４時～
…図書館探検ツアー
7日 １０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～
…調べものﾏｽﾀｰになろう
21日 10時半～
…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（29日除く）
１３時半～
２階講堂
入場無料 申込不要

４
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編集後記
今年もこの時期がやってまいりました！苫小牧アートフェスティバル

2018！公園一帯がにぎやかになるこのお祭り。図書館で働く私たち
にとっても楽しみな行事です。なかでも「本のばくりっこ市」は、皆さん
にご自宅から持ってきていただいた本と、図書館がご用意した本を
「ばくって」いただく図書館ならではのイベントです。参加者の皆さんが
素敵な本と巡り合えることを願っています。

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
Fax0144-35-0519

✉info@tomakomai-lib.jp
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トイナの月

月 火 水 木 金 土 日

１

２
休館日

３ ４ ５ ６ ７ ８

９
休館日

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/
30
休館日

24/
31
25 26 27

館内整理
休館日

28 29
アート

フェスティバル

１１日『じゃじゃ馬ならし』 洋画・字幕 １１９分
２５日『インディジョーンズ 魔宮の伝説』 洋画・吹替 １１９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

【開館時間】
9：30～20：00


