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雑誌リサイクル市
図書館で不要になった雑誌を市民の皆様にお譲りいたします。毎年好評
いただいている企画ですが、いくつか注意事項がございます。下記をご覧く
ださい。
日時：３月１６日（土）９時整理券
配布開始・９時３０分開場
対象：一般
場所：中央図書館２階 講堂
申込不要・直接会場へ
お問い合わせは中央図書館
（電話：０１４４－３５－０５１１）まで。

＊ご注意＊
・お一人様10冊まで
・お持ち帰り用の袋を
ご持参ください
・譲り合ってのご利用
をお願いします

図書館イクメン講座
市内で保育士をされている八巻 和矢（やまき かずや）先生、東梅 茂
俊（とうばい しげとし）先生を講師にお迎えし、「イクメン」へ第一歩目を踏み
出すための講座を行います。
日時：３月２４日（日）１４時～
対象：０～１歳のお子さんがいるお父さん、
または１年以内にお父さんになる予定の男性
場所：中央図書館１階 児童コーナー内おはなしコーナー
定員：１０名（申込先着順）
申込：３月１日（金）～
お申込みは中央図書館カウンターまたは電話（０１４４－３５－０５１１）にて。

ICT＆ソーシャルメディア活用講座
「はじめてのiPad」
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ｉＰａｄの操作とソーシャルメディアについて知り、どのように活用できるかを知る講座になって
います。なお図書館の２階情報サロン室にて常時ｉＰａｄの貸し出しも行っていますので合わ
せてご利用ください。
日時：３月２１日（木・祝）１０時～１２時
対象：１８歳以上
場所：中央図書館２階 研修室
定員：８名（申込先着順）
申込：３月１日（金）～
お申込みは中央図書館カウンターまたは電話（０１４４－３５－０５１１）にて。
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ガラス・検索機横展示「MANGAの神様
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手塚治虫生誕９０年」

「鉄腕アトム」「ブラック・ジャック」「ジャングル大帝」「リボンの騎士」「ふしぎなメルモ」「火の鳥」「ブッダ」「どろろ」「三つ
目がとおる」「海のトリトン」……これらの作品はすべて「漫画の神様」と呼ばれた手塚治虫が世に生み出しました。彼
は、戦後の日本においてストーリー漫画の第一人者として、漫画の草分け的存在として活躍し、その後の数々の漫画
と漫画家たちへ影響を残しています。今回の展示は２０１８年に生誕９０年を迎えた手塚治虫や、漫画・漫画雑誌の
本を検索機横の棚で貸し出しするとともに、北海道立図書館から閲覧できる資料を取り寄せました。展示期間中の
みご覧いただけますので、貴重な当時の雑誌などぜひ、ご覧にお越しください。

新刊横展示「平成に起きた出来事」
平成の終わりまであと1か月になりました。バブル真っ只中に始まった平成。消費税は3％から始まり今や8％です。
携帯電話は必需品となり、SNSで世界中の人と簡単に繋がれる世界になりました。メジャーリーグで活躍する日本人
や、大相撲の外国人横綱も珍しくありません。2004年には駒大苫小牧高校野球部が甲子園で優勝し、深紅の優
勝旗が初めて津軽海峡を渡りました。テロや震災など悲しいニュースもありましたが、新しい時代はもうすぐです。平成
を振り返った時、あなたにとって忘れられない出来事はいくつありますか。
展示使用本→『平成史』 片山 杜秀／著 佐藤 優／著 2018.4 小学館 210.77 ヘ

児童丸テーブル展示「新しい世界へ飛び出そう！」
視界いっぱいに広がる白銀の世界も、いよいよ終わりが見えてきました。ここからは少しずつ雪が
溶け、茶色い地面や、まだ小さな緑色の芽が少しずつ出てきます。赤や黄色、薄桃色の花々も、
もう間もなく姿を見せてくれるでしょう。さあ、新しい世界の始まりです！胸躍る季節、本を片手に新
しい世界へ飛び出しませんか？自分の殻を破る、夢を叶える、新たな一歩を踏み出す、なりたい
自分へ近づく勇気をくれる、鮮やかな本をたくさん選びました。皆さんが踏み出す新しい世界が、
とっても輝かしいものでありますように！
←『ウエズレーの国』 ポール・フライシュマン／作，ケビン・ホークス／絵，千葉 茂樹／訳
1999.6 あすなろ書房 E ウ

ＹＡ展示「海外クエスト」
お城や教会、寄宿学校や貴族のドレス、騎士や魔女に妖精、ドラゴンや吸血鬼、神話に食事に
マザーグース、あなたは何にときめきますか？今回は海外、特に西洋文化の資料やそれを土台とした
物語を集めました。基礎知識があると、現代や現実寄りのミステリー本、中世やファンタジー寄りの
冒険本などに出てくる物を具体的にイメージできたり、その世界観や登場人物の心情が理解できたりと、
ときめきにプラス、いつもとはまた違う視点で楽しめることでしょう。
『イラストでわかる麗しのドレス図鑑』花園 あずき/著,徳井 淑子/監修 2017.01 マール社 383.1 イ→

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＊
3月3日 95分 邦画
『健さん 長編ドキュメンタリー映画』

3月10日 72分 アニメーション
『三人の騎士(世界名作アニメ)』

映画俳優・高倉健。彼がどう行動し、何を成し遂げてき
たか。マイケル・ダグラス、ジョン・ウー、山田洋次、40年
来の付き人等、国内外20人以上の証言で綴られる
知られざるスターの姿。
日比 遊一／監督

ドナルドにメキシコの友人からプレゼントが届きます。
箱を開けて繰り広げられるのは楽しい旅物語。
南極から常夏の島に移り住んだペンギンの話。
空飛ぶロバを捕まえる少年の話。

3月17日 121分 洋画
『インフェルノ』

3月24日 58分 アニメーション
『ミッキーマウス １』

教授に突き付けられた挑戦状、それは、アメリカの大富
豪が、人口増加問題の過激な解決策として生み出した
ウィルス。ダンテの「神曲」<地獄篇(インフェルノ)>に
隠した暗号とは?
トム・ハンクス／出演

不滅のアイドル、ミッキーマウスの初期名作選集。
「ミッキーのあらいぐまを探せ」「ミッキーとあざらし」
「ミッキーの大探検」「ミッキーのダンスパーティ」ほか
全8話を上映。
池田 安友菜／声の出演

3月31日 126分 洋画
ジェイクは、謎の死を遂げた祖父の遺言に従って小さな島を訪れる。
『ミス・ベレグリンと奇妙なこどもたち』 そこにはミス・ペレグリンとこどもたちが住んでいた。彼らと心を通わせた
ジェイクは、自らに宿った“力”に気づく。
エヴァ・グリーン／出演
２
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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。第２２回目は「ＹＡコー
ナー」について。
基本的に図書館の資料は以前「ＮＤＣってな～に？」でご説明しました通り、図書の内容に
よって本の場所（住所）が決まっております。が、一部例外もあります。その中の一つが「ＹＡ
コーナー」（ヤングアダルトコーナーと呼びます）。
直訳すると「若い大人」。子どもとも大人ともつかない
成長期の多感な年代の方に触れてほしい本を集めて
います。読書に親しめるような本も置かれていますので、
どうか硬くならずに読んでもらえると嬉しいです。
また、社会の物事などをわかり易く書かれた本も多く
あるので、わからないことを調べ始める最初の一歩とし
てもご利用いただけます。メインターゲットは中高生です
が、一般の方や児童の方のご利用も大歓迎！
２か月に一度、展示が入れ替わっていますので
そちらもお楽しみに！

新刊案内
もうすぐ春を…迎えたいものです。
北海道に住んでいる以上、仕方の
ないことですが、もう少し冬とお付き
合いしなければなりません。
その“もう少しの冬”を図書館と一
緒に過ごしてみてはいかがでしょう
か？図書館の目の前に見えます
「出光カルチャーパーク」で四季を
体感しつつ、１ページ目に掲載しま
したイベントを楽しみ、図書館でゆっ
たりと過ごしていただけると嬉しく思
います。ちなみに筆者のおススメは
「全部」…ですは、怒られますでしょ
うか？しかし冗談ではなく、どの本も
オススメですので、ぜひ図書館へ
お越しください。お待ちしております。

『願いごとの樹』
キャサリン・アップルゲイト／作
尾高 薫／訳 偕成社 93 ネ
住宅街にある樹齢216年のオークの木。
名前はレッド。ボンゴというカラスの親友が
いて、レッドに住んでいる小さな動物たちも
います。レッドはいつの間にか、5月1日に
町中の人が願い事を書いた紙や布を飾り
立てられ「願いごとの樹」になりました。
移民をたくさん受け入れ、街と共に長い
間見守り続けていたレッドですが、この頃
引っ越してきた女の子が気になっています。
今年の5月1日はどうなるのでしょうか？
実はこの物語、自然界すべてのものが
話すことも聞くこともできますが、自分を守る
ために人に話しかけてはいけないおきてが
あります。ん？やっぱりファンタジー？いえ
いえ、ぜひ読んでみてください。もしかしたら、
図書館前の桜なら話ができるかもしれませ
ん。花が咲いたら話しかけてみましょうか。
３
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休館日

館内整理
休館日

…よみきかせ
（図書館スタッフ）
3日 １４時～

…よみきかせ（にじのはし）
9日 １１時～
23日 １１・１４時～
…赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば
15日 10時～
…雑誌リサイクル市
16日 9時半～

…ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）
16日 １４時～
…よみきかせ
（苫小牧こどもの本の会）
17日 １4時～
…ICT＆ソーシャルメディア
活用講座
21日 10時～
…イクメン講座
24日 14時～
…ナイトミニシアター
13日・27日 １７時４５分～
…ミニシアター
毎週日曜１３時半～
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13日『ローマの休日』 洋画 字幕 118分
27日『君に届け』 邦画 128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
ミ
ニ
シ
タ
ー
ア
編集後記
去年の3月号の編集後記に「春は出会いと別れの季節」と書いて
あったのを見て、ふと「自分にはそう感じる瞬間があっただろうか？」と
考えてみました。出会いに喜び、別れに泣いた記憶はなくとも、出会
いやつながりに感謝したことは山ほどあります。図書館もどうか、皆さま
にとって新しい出会いやつながりの場となりますように。（N）
４
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