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平和祈念旬間展示
今月１５日は終戦記念日。ということで、平和祈念に関する様々な展示
やイベントをご用意しております。ぜひご覧ください。

１階閲覧室入り口 ガラス展示「平和祈念旬間」
図書館にあります古書を中心に展示を行っております。
１階検索機横展示「平和祈念」
戦争や平和に関する図書を集めました。貸出しできますのでお気軽にどうぞ。
平和祈念旬間アニメ上映会「ウミガメと少年」
８月１２日（日）１３時半～（上映時間：４５分）
戦争のさなかに出会ったウミガメと少年のアニメーションを上映します。
※展示や上映会の詳細は次のページに掲載しておりますので、ご覧ください。

バリアフリー映画上映会『重力ピエロ』
バリアフリー上映会とは、音声ガイ
ドと字幕付きの映画の上映会です。
セリフが聞こえづらい、画面が見え
づらいと感じる方や視覚・聴覚に障
がいのある方も楽しめるバリアフリー
上映会です。
日時：９月１日（土）１３時半～
場所：中央図書館 ２階講堂
定員：７０名（先着順）
申込不要・直接会場へ
お問い合わせは中央図書館
（電話：35-0511）まで

あらすじ
遺伝子研究をする兄・泉水と、自
分がピカソの生まれ変わりだと思っ
ている弟・春は、父親と共に穏やか
に暮らしていた。だが、連続放火事
件が起こり、現場近くに残された謎
の落書きが、家族の24年前の過去
へと繫がっていき…。
加瀬亮、岡田将生／出演
上映時間：１１９分

全国的に熱中症でたくさんの方が搬送されるニュースが連日
放送されていますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか？
北海道でもこれから、本格的な夏を迎えますので、過ごしやす
い夏でありますよう祈っています。
さて、そんな夏の日にぴったりのイベントをご紹介！
先月号でもお伝えしましたが、８月２日（木）に「青空こどもと
しょかん」が開催されます！午前１０時半よりスタートです。
出光カルチャーパーク内での開催のイベントなので、帽子や
飲み物など十分な熱中症対策をしてお越しください。
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ガラス展示「平和祈念旬間行事
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―戦争を知る―」

平和祈念旬間行事として、今年は『復刻版新聞 太平洋戦争』『大東亜戦争報道写
真録』など、当時の報道を知るいくつかの資料を展示します。戦後、当時の報道を省
みての書籍も出版社などから多く出版されていますが、戦時中の新聞（復刻版）や報
道写真を現在の私達の目で見て、戦争と平和について考えるきっかけにとしていただ
ければと思います。
『復刻版新聞 太平洋戦争』読売新聞社／編 秋元書房 1970年 210.75 ﾌ→

新刊横展示「メジャーリーグの神様」
「アメリカ球界最大の巨人の一人」「偉大なる野球の神様」二刀流“ベーブ”ジョージ・ハーマ
ン・ルース・ジュニア。大谷翔平がメジャーで活躍し始めると、彼のことも再び話題になりましたね。
今年はベーブ・ルース没７０年。そして高校野球も１００回の記念大会を迎えています。スタジア
ムで、テレビ前で、選手達に大きな声援を！メジャーリーグ中心に野球の本をそのお供にどうぞ。
←『大谷翔平 野球翔年 1』石田雄太／著 文藝春秋 2018年6月

検索機横展示「平和祈念」
８月は終戦記念に伴って、戦争や平和に関するテレビやラジオ、本などをたくさん見かける時期
でもあります。幼少期は伝えられる戦争の悲惨さに思わず目を逸らしていましたが、大人になる
とそうも言ってられません。７３年たった今でもその当時のことを伝えてくださる方がいる現状に感
謝しつつ、私たちもそのことを忘れないように心にとどめなければなりません。少しでも戦争や平
和について考えるきっかけになっていただけると幸いです。
『ヒロシマに来た大統領』朝日新聞取材班／著 筑摩書房 2016年8月 319.8 ﾋ→

児童丸テーブル展示「平和ってすてきだね」
終戦記念日や平和記念日･･･。8月は先の大戦に関連し、戦争の惨さや恐ろしさを忘れずに、
平和の尊さを顧みようという日が多くあります。しかし、日本に暮らす大半の人が戦争を知らな
い世代となった現代では、戦争を遠い昔の話のように感じることが多いのではないでしょうか？
今月は、子どもたちに平和の大切さを伝える本を児童コーナー丸テーブルにて展示貸出して
おります。子どもでも無理なく読める絵本を中心に集めていますので、夏休みのひと時、本を
きっかけに家族で平和について考える時間をもってみてはいかがでしょうか。
←『だっこの木』宮川 ひろ／作，渡辺 洋二／絵 文溪堂 2011年2月 E ﾀ

図書館ミニシアター＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊
8月5日 118分 邦画
『美しい夏キリシマ』

8月12日 45分 アニメーション 【平和祈念上映】
『ウミガメと少年』

昭和20年8月、霧島を望む宮崎の農村。空襲で親友を見
殺しにした罪の意識から、毎日を鬱々と過ごす日高康夫は
死んだ友の妹・波に許しを乞いに行く。柄本 佑／出演

8月19日 89分 洋画
『ココシリ』

昭和20年4月、沖縄本島にアメリカ軍が上陸。爆撃の
中、卵を産むアオウミガメと、ひとりぼっちになった少年・哲
夫の物語。常盤裕貴／声の出演

8月26日 57分 アニメーション
『ゆかいなゆかいなアニメコレクション ５』

チベット最後の秘境の地「ココシリ」で、絶滅の危機に瀕
するチベットカモシカの密猟者との闘いに命をかける山
岳パトロール隊がいた。取材のため北京からココシリへ
やって来た記者ガイは、パトロール隊との同行を許される
が… ジェイミー・フォックス／出演

トムとジェリーと仲間たちの楽しいお話。「ジェリー街へ
行く」「楽しいボーリング」「復讐もほどほどに」「猫は
やっぱり猫でした」「恐怖のティータイム」「食うか食われ
るか」「赤ずきんウサギに気をつけろ」など全8話収録。
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☆図書館員の雑談日記☆
図書館の裏側や豆知識などあれやこれやを紹介する雑談日記。１６回目は「就労サ
ポートセンター紙風船」さんについて。
就労訓練として市内各所で活動されている「就労サポートセンター紙風船」さんの方々。
実は図書館でも作業のお手伝いをしてくださっています。図書館では週に２回ほど来館され
るメンバーは毎回違う方です。中央図書館１階エントランスにあるリサイクル文庫コーナー。
こちらにある除籍された本のバーコードを剥がす
作業をしてくださっているのも実は「紙風船」さん
なのです。他にも本の表紙をきれいにする「清拭」
やイベントに必要なものを作っていただく作業も
お願いしています。紙風船さんの活動ももうすぐ
１０年が経つそうです。紙風船さんの図書館での
活動ももうすぐ１０年と言いますから長いおつきあ
いですね。これからもより良いお付き合いをして
いけたらと思っています。

今月の
ボランティアさん⑥

新刊案内
『野良猫の拾い方』
東京キャットガーディアン監修，
大泉書店 645.7 ノ

～おはなしオルゴールさん
（わたなべさん、ふなきさん、あべさん）

―近所で気になる野良猫がいる。そんなつ
もりは無かったのに弱っている子猫を放って
はおけないので拾った。自力で捕獲するの
は無理だから里親になろうかと思う―(本文
より引用)
最近は、『猫は買わずに拾う時代』という
ことで、拾う前にすべきいくつかの確認ポ
イントや、子猫の週齢からみたときのお世話
の仕方、実際にミルクを作ったり哺乳瓶で
の与え方などなど…とても参考になります。
また１歳以上の成猫は人馴れさせるのに
ハードルが高いのですが、そこを豊富な経
験で猫との距離を縮められる方法も指南し
ています。
長年、野良猫の保護活動に携わってきた
人々の知恵の詰まった本です。実際拾っ
てしまったらお世話はこんなに大変なんだと
飼い主の本気度も試される内容です。なお
著者の飼い猫は7頭、全員元野良猫です。

先日２０１８年度の文部科学省「子供の
読書活動優秀実践校・図書館・団体」の
優秀実践団体として大臣表彰を受けた、
おはなしオルゴールさんをご紹介します。２０
年に渡り、ストーリーテリングをされてきました。
ストーリーテリングって何？と聞きなれない
方も多いかもしれませんね。よみきかせでも
語りでもないストーリーテリング…おはなしを
自分のものにして他の方に伝えるさまに聞き
手はお話に引き込まれることでしょう。レパー
トリーも優に３００を超えているとのこと。第三
土曜日、午後から１階おはなしコーナーに
て活動中です。また、来月９月より「ストー
リーテリング入門講座」を開催予定です。
お申込み受付中とのことですので、興味の
ある方はストーリーテリングの会場へ足をお
運びください！
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日

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
休館日

13 14 15 16 17 18 19
休館日

20 21 22 23 24 25 26
休館日

27 28 29 30 31
今

月

の

…ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）
18日 14時～
…よみきかせ
（苫小牧こどもの本の会）
１9日 14時～
…ナイトミニシアター
8日・22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

【開館時間】
9：30～20：00

館内整理
休館日

休館日

…青空こどもとしょかん
２日 １０時半～
…石橋真樹子さん
トークライブ
４日 １３時半～
…よみきかせ
（図書館スタッフ）
５日 １４時～
…よみきかせ（にじのはし）
１１日１１時～
２５日１１・１４時～
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8日『飛べ！ダコタ』 邦画 109分
22日『夜と霧』 洋画 字幕 33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
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編集後記
今月から新しくぱぴるすの担当になりました。Nと申します。みなさまに
わかりやすい情報発信を心がけていきます。よろしくお願いします。
ようやく夏らしい気温になってきて、本格的に「今年の夏は何をしよう
か」と考えるのですが、考えるだけで夏が終わってしまいそうな気がして
います。平成最後の夏、悔いのないよう楽しみたいですね。みなさまも
体調を崩さないよう、良い夏をお過ごしください。
４
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