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１日司書体験
小学生を対象とした、司書体験講座です。カウンターに立ったり、本にフィ
ルムコートを貼ったり…図書館のいろいろなお仕事を体験してみませんか？
普段はスタッフしか入ることが出来ないところの見学もできます。
日時：４月２８日（日）１０時～
対象：小学生
場所：中央図書館
定員：１０名（応募者多数の場合は抽選）
申込：４月９日（火）～４月２１日（日）
持ち物：エプロン・はさみ・本一冊（本のフィルムコートかけ体験に使用します）
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。

おはなし広場
スタッフによる絵本のよみきかせや参加してくださる皆さんと一緒に工作を
行います。赤ちゃんから小学生まで楽しめる内容なのでぜひお越しください。
日時：５月３日（金・祝）１３時半～
対象：０歳～小学生のお子さんとその保護者
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。

DVD貸出始めました！
３月３０日より、中央図書館でDVDの貸出が始まりました！
貸出はおひとり様１点まで。本と同様、２週間お借りいただけます。ほかの方が
借りてるDVDに関してはご予約できますので、詳しくはスタッフにお声掛けください。
気になっていた名作をお家でゆっくり楽しめるチャンス！ぜひご利用ください。
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貸出対象者：図書館利用カードをお持ちの方全て
貸出期間：２週間 貸出点数：１点（図書貸出数には含まれない） ご予約：１点
【注意事項】：貸出・返却は中央図書館・移動図書館車のみとなります。
市内各図書室・図書コーナーでの貸出・返却、ブックポストへの返却も
できませんので、ご注意ください。
お問い合わせは中央図書館（電話：０１４４－３５－０５１１）まで。
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ガラス展示「平成生まれのこどもの本」
いよいよ平成も終わりに近づいてきました。この30年間に出版されたこどもの本も振り返ってみまし
た。「こんとあき」「よるくま」「給食番長」、みんな平成生まれ。「かいけつゾロリ」は平成の間に毎
年2冊ずつ出版され、主に小学生に大人気。たくさん出版される本の中で、この先もずっと子ども
たちに読み続けられるといいですね。子どもの本の世界に年は関係ないのです。なんといっても
『不思議の国のアリス』ときたら1865年にうまれた154歳のアイドルなんですから。子どものころに読
んだ本をご自身のお子さんとぜひ一緒に楽しんでください。
『こんとあき』 林 明子／作 1989.6 福音館書店 E コ→

新刊横展示「北海道が舞台の物語」
海に囲まれ、山川草木、豊かな自然が広がる北海道。蝦夷地と呼ばれていた時代から、幕
末や開拓の歴史を経て、道内外の数多くの作家によって、多様な作品が生み出されています。
この度は北海道を舞台に描かれた物語を集めてみました。歴史小説・恋愛小説・冒険小説・ミ
ステリーなどフィクション・ノンフィクションから、戯曲、エッセイ、詩歌、紀行までご用意しました。
ぜひお手に取ってご覧ください。来る大型連休、物語の舞台になった地を旅してみては如何でしょ
うか。
←『砂の街路図』 佐々木 譲／著 2015.8 小学館 Ｆ ヘ

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。今回の当館での展示
テーマは「広がる理解・広がる支援」です。発達障害のみならず、自閉症や自閉症支援につ
いて皆様に知っていただくきっかけになれば幸いです。１階カウンター前にて、本はもちろん、
そのほか様々な情報についてもご紹介していますので、ぜひご覧ください。
『金平糖』 森口 奈緒美／著 2017.11 遠見書房 R モ→

児童丸テーブル展示「赤・黄・青」
みなさんはどんな色が好きですか？色って、同じ赤でも濃い赤、薄い赤、ちょっとオレンジっぽ
い赤もありますね。どの色も魅力的で、1色に選ぶのは難しいですよね。今回の児童コーナーの
展示は、色の定番！赤・黄・青３色の絵本をあつめて、きれいに並べてみました！３色あつまる
と、とっても華やかですよ♪
その他にも、色にまつわる本をたくさんご用意しました。色の名前がわかる本や、草花を使って
鮮やかに染め物をする本など・・。赤・黄・青だけではないカラフルな展示になっています。ぜひ
手に取ってご覧ください。
←『シルクロードのあかい空』 イザベル・シムレール／文・絵 石津 ちひろ／訳 2018.6
岩波書店 E シ

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＊
4月 7日 58分 邦画
『アオゾラカット』

4月14日 75分 アニメーション・吹替
『ふしぎの国のアリス（世界名作アニメ）』

今の大阪の風景がいきいきと広がる西成を舞台に、美
容師の息子が父との葛藤と和解を通じて、生まれ育っ
た街の素敵さを再発見する、ヒューマンコメディー。
川栄 李奈／出演

ある日、お姉さんと川の堤で本を読んでいたアリスの
前を、時計を持った白ウサギが通り過ぎていきます。
後を追いかけたアリスは、ウサギと一緒に穴の中へ。
そこはおかしなことが起きる、ふしぎの国の入り口でした。

4月21日 147分 邦画
『弟の夫』

4月28日 65分 アニメーション・吹替
『ミッキーマウス 2』

小学生の夏菜を男手ひとつで育てる弥一のもとに、カ
ナダ人のマイクが訪ねてくる。弥一には双子の弟がいた
がカナダへ移住し、その弟が亡くなったという。そして、
マイクは弟の「夫」だった…。
佐藤 隆太／出演

不滅のアイドル、ミッキーマウスの初期名作選集。2は、
「ミッキーのつむじ風」「ミッキーのドキドキ汽車旅行」
「ミッキーの船長さん」「ミッキーの猟は楽し」「ミッキー
の愛犬」ほか全8話を上映。 池田 安友菜／声の出演
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☆図書館員の雑談日記☆
図書館の裏側や豆知識などあれやこれやを紹介する雑談日記。
第２３回目は「LIGHT IT UP BLUE」について。
毎月、中央図書館では館内数か所で様々な展示を行っています。
季節に合わせたものや色々なテーマの本など、様々なジャンルの本を手に取っていただこ
うとスタッフ一同励んでいます。
さて、今月も工夫を凝らした展示を行っていますが、今回ご紹介するのは１階カウンター前
で行っている「LIGHT IT UP BLUE」というパネル展示です。
こちらは北海道自閉症協会苫小牧分会「あじさいの会」さんとの共催展示です。
図書館が皆さんに提供しているのは本だけではありません。様々な団体、施設の方々と協
力し合い、展示や事業を通じて、市民の皆様に情報を得ていただくきっかけづくりもしています。
今年で4回目になる展示のテーマは「広がる理解・広がる支援」です。今回は、あじさいの
会さんが、皆さんにご紹介したい本にコメントを付けてくださいました。また自閉症について知っ
ていただくためのカラー漫画も掲示しています。
展示を通じて自閉症に対する「理解」や「支援」が広がっていけばと思います。

新刊案内
新年度を迎え、新しい環境に身を
置かれている方も多いかと思いま
す。
新しいことや環境にワクワクする
反面、不安を抱えてしまう…春は
不思議な季節だと感じる今日この
頃です。
そんな不思議にも思える季節に、
図書館はいつも通り開館しています。
その姿に変わらぬ日常を感じていた
だけたらと思います。
そして４月末からの大型連休、今
年は１０連休ですね。その間も図書
館は休まず開館しております。ぜひ
図書館へおいで下さい。
スタッフ一同お待ちしてます。

『ねこの法律とお金』
渋谷 寛／監修 廣済堂出版
645.7 ネ
今や日本の出生児より多いと言われて
いるペット人口。皆さんの中でもペットを飼っ
ている方がいらっしゃるかと思います。
今回はその中でも「猫」に関わる法律や
お金に関する問題、制度についての本を
ご紹介します。
「法律」「制度」と聞くと、どうしても難しい
言葉の羅列や、分厚い本などが思い浮
かび、手を出すことに躊躇してしまう方が多
いかと思います。ですがこちらの本はゆる
いイラストと共に、わかりやすい言葉で説明
されているので、難しい話に抵抗がある方
にも読みやすいものとなっています。
現在猫を飼っている方はもちろん、将来
猫を飼うことを視野に入れている方も、今
一度猫ととともに暮らすうえで必要なことを
学んでみませんか。
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… よみきかせ
（図書館スタッフ）
7日 １４時～

… よみきかせ（にじのはし）
13日 １１時～
27日 １１・１４時～
… 赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば
19日 10時～

… ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）

【開館時間】
9：30～20：00

20日 １４時～
… よみきかせ
（苫小牧こどもの本の会）
21日 １4時～
… １日司書体験
28日 10時～
… ナイトミニシアター
10日・24日
（両日とも）１７時４５分～
… ミニシアター
毎週日曜１３時半～
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10日『ティファニーで朝食を』 洋画 字幕 114分
24日『父の詫び状』
邦画 90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
ア
ニ
シ
タ
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編集後記
この時期の服装は何かと悩みがちです。晴れていると思いきや風が強く
寒かったり、吹雪いていたので厚着をしたら、外を出るころには快晴で暖か
くなっていたり。
冬用コートと春用コート、どちらを着ていこうか悩む毎日です。
気温や天候の変化が激しく、体調を崩しやすい時期でもありますので、
みなさんも体調に気をつけてお過ごしください。（N）
４
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