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情報サロン・セルフ受付サービス開始

中央図書館2階の情報サロンにて、【インターネット閲覧席】・【持ち込みパソコン
席】の利用受付を、お客様ご自身で操作できるようになりました。図書館利用カー
ドを受付機のバーコードリーダーにかざし、画面の案内に従って席をお選びくださ
い。（インターネット閲覧席は、予約の入っていない場合に限り、使用中のパソコン上で延長処理が可能です）
【ipad】【ＤＶＤ・ビデオ閲覧席】をご利用の方・図書館利用カードをお持ちでない
方は、今まで通り窓口にお声がけください。
お知らせ

ぴ

6月（6/1～6/30）は食育月間です

図書館では、児童コーナーの中で、食育に関する本の展示「いらっしゃいませ！
としょかんレストラン」を行うほか、「よみきかせ［図書館スタッフ］」・「赤ちゃんと楽
しむ 絵本ひろば」の際に食育に関わる内容の本を取り入れて、ご紹介いたします。

教科書展示会

展示

ぱ
る

[展示期間] 6/14（金）～6/30（日）

2019年度に採択し、2020年度から使用される小学校の教科書（全教科分）
の展示を中央図書館1階エントランスで行います。会場にはアンケートボックスを
設置いたします。（展示：苫小牧市教育委員会学校教育課）

す

※現在、小中学校で使用されている教科書については、2階参考郷土資料室奥にて、常設展示しています。

お知らせ

6/23～6/29は男女平等参画週間です

2019年

図書館では、6/16（日）～7/7（日）の期間、関連資料を展示いたします。

募集

ボランティア養成講座

中央図書館でのボランティア活動（フロアワーク・よみきかせ）に
ついて説明と募集を行います。ご参加をお待ちしております。
日時
対象
会場
内容
受付

6月15日（土） 13時30分～15時30分
18歳以上の方（定員15名 先着順）
2階講堂
活動内容紹介（フロアワーク・図書装備・よみきかせなど）
6月1日（土）～中央図書館カウンターまたは☎0144-35-0511
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市民の皆さんには、日頃、図書館をご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、新館長に就任いたしました「岩城 昌幸（いわき まさゆき）」と申します。
「いつでも どこでも だれでも」学ぶことができる環境づくりを考え「一人ひとり
そしてみんなのために」をモットーに頑張ってまいります。
今後とも図書館をよろしくお願いいたします。
前館長の吉見裕美です。三年半という短い間でしたが、図書館にかかわる皆
様と多くのご縁をいただきましたこと、感謝申し上げます。
１
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1階ガラス･検索機横展示

「昭和新山 誕生七十五年 ～北海道の活火山～ 」

昭和新山は、洞爺湖の南側にある有珠山の火山活動で誕生しました。
昭和１9（１９４４）年の５月から、有珠山東側のふもとの麦畑が徐々に盛り上がりはじめ、
９月には標高４０７メートルへと成長しました。北海道には、活火山や登山ができるような
すてきな山が数多くあります。
ガラスケース内でいくつか紹介するとともに、関連資料をＯＰＡＣ横にて展示いたします
ので、ぜひご利用ください。
『日本の火山図鑑』 高橋 正樹／著 誠文堂新光社,2015.07 ［453.8 ニ］👉

新刊横展示
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女子アスリート・Ｗ杯を読もう

寒さもようやく過ぎ去り暖かく運動もしやすくなってきました。運動が好きな方、運動は好
きじゃないけれどスポーツ観戦は好きな方もいらっしゃることでしょう。図書館で運動やス
ポーツ観戦はできませんが、関連本を読む事はできます！ 2019年6月からはフランスで
サッカー女子Ｗ杯も行われるということで、このたび女子アスリートやＷ杯関連本を集め
て展示しています。運動好きな方、Ｗ杯に興味がある方はもちろん、運動に興味のない方
も話のタネにぜひ本をお手に取ってご覧ください。

6
月
の
館
内
展
示
紹
介

👈 『蹴る女』 河崎 三行／著 講談社,2014.01 ［783.4 ケ］

2階自習室前ガラス展示

「賢治の歩いた道」

『銀河鉄道の夜』『雨ニモ負ケズ』などで有名な宮沢賢治が、花巻農学校の教員時
代に修学旅行の引率で苫小牧に来てから95年の記念と、今年の1月に亡くなられた
詩人・宮沢賢治研究家・「田んぼdeミュージカル」製作委員会……など多岐にわたっ
てご活躍された鵡川の斉藤征義さんの追悼の想いをこめて、斉藤さんの宮沢賢治研
究の一端をご紹介しています。 6月1日からは、詩誌『錨地』71号の斉藤征義さんの
追悼特集や斉藤さんの遺作「られ ぱる れら・淡雪」などを追加してご覧いただけます。
『錨地』71号 錨地詩会,2019.04 ［HT910.5 ヒ］👉

児童丸テーブル展示

「いらっしゃいませ！ としょかんレストラン」

おいしいものが溢れている世の中。「おいしく食べる」「いただきます」「ごちそうさま」
忘れてはいけない大切なこと。たとえ高級なお食事でもひとりで食べるなら、おにぎりを
みんなで笑って食べたほうが美味しそう。アーサー・ビナードさんが教えてくれたアメリカ
の感謝祭の家族の一日。毎年家族で食事を作り皆で感謝していただくこと。その積み
重ねがとても大切だと感じる本です。日本ならお正月、お盆かな？ 美味しい本を集めま
した。今日のごはんは何だろう。家族でわいわい読んで美味しいご飯を食べましょう。

6
月
1
日
（
土
）
～
6
月
27
日
（
木
）

👆『みんなみんないただきます』パット・ジトロー・ミラー／さく，アーサー・ビナード／やく,ＢＬ出版,2017.10［Ｅ ミ］

新刊案内

［参考図書］

『全国高等学校野球選手権大会100回史』
朝日新聞社／編著，日本高等学校野球連盟／監修 グラフィック社
［783.7 セ］

全国高等学校野球選手権大会は、2018（平成30）年に第100回の記念大会を迎えました。
第1回大会が、1915（大正4）年に大阪府の豊中グランドで開催されてからの全ての記録が、
この2冊に詰め込まれています。「上巻 甲子園編」には、1回大会からの全試合の結果が、大会
の背景とともに記されています。「下巻 都道府県編」には、都道府県別の出場選手一覧があり、1959年出場
の苫小牧東、1972年出場の苫小牧工業、そして、大優勝旗を海を越えて北の大地に運んだ駒大苫小牧の名
が記されています。心が熱くなる本です。 ※館内閲覧資料です。2階参考郷土資料室でご覧ください。
２
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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２5回目は「ユニバーサルデザイン」とは？

Vol.120

図
雑書
談館
日員
記の

ユニバーサルデザインってご存知ですか？ 『広辞苑 第7版』によると「年齢
や能力の如何にかかわらず、すべての人が使いやすいように工夫された用具・
建造物などのデザイン」とあります。簡単にまとめると、高齢者や障害のある方
に不自由がないようにバリア（障壁）を取り除くバリアフリーに対し、障害の有
無や年齢・性別・国籍など関係なく、みんなが便利で使いやすいものをつくろう、といった感じ
でしょうか？
ユニバーサルデザインもバリアフリーも、施設などハード面の整備とともに、思いやりのこころ
で対応するソフト面の整備 －心のユニバーサルデザイン－ が大事なのだそうです。築30年の
中央図書館、最新の設備が整っている施設に比べたら不便を感じることもあるかと思います
が、心のユニバーサルデザインで補っていけたらよいなぁ……と思います。今回「ぱぴるす」の
紙面も本文の書体を「ＵＤ書体（書体にもユニバーサルデザインがあるんです）」に変更して
みました。みなさんにとって、少しでも見やすい紙面であれば……と願います。

レ
フ
小ァ
レ
噺ン
１ス

「図書館でこんなこと聞いても、いいのかしら？」と聞かれることも多いのですが、レ
ファレンスとは、一言でいうと「調べもののお手伝い」のこと。調べたいことがあれば、
遠慮なくお尋ねください。レファレンスカウンターでお待ちしております。
ここでは、実際にいただいたレファレンス事例をご紹介いたします。

昨年のＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の最終回で大久保利通卿が第1回内国勧業博覧会（明
治10年）を開催した様子が描かれていたそうですが、それを見たお客様からご質問をいただき
ました。何と！ ご自宅にその博覧会の賞状とメダルがあり、花紋褒賞（かもんほうしょう）を賜っ
たお祖父様の作品はどのようなものだったのか？ 写真等はないのか気になったのだそうです。
残念ながら、内国勧業博覧会の出品図録が作成されたのは第5回のことで、お祖父様の作
品そのものの写真や絵を見つけることはかないませんでした。それでも、道立図書館・国立国
会図書館のお力を借りつつ、国立国会図書館デジタル送信サービスを利用して、出品
目録の中に該当作品の説明が記載されているものをご覧いただきました。
今回、博物館でお目にかかるような明治時代に鋳造されたメダルや大久保利通卿
の名前入りの賞状など、貴重なものを見せていただき、ちょっと役得でもありました。

新刊案内
［児童書］

『キャプテンマークと銭湯と』
佐藤 いつ子／作，佐藤 真紀子／絵 KADOKAWA,2019.03 ［913 キ］

自分が一番だと思っていた場所が、他の人にとられてしまった。悔しい。なんで
あいつが？ 妬ましい。自分が情けない。自分は自惚れていたのだろうか？ そん
な痛くて苦しい気持ちを、皆さんも一度は体験したことがあるのではないでしょ
うか。この本の主人公周斗は、サッカークラブのキャプテン。しかしU-14活動初日に、コーチか
ら大地にキャプテンを替えると告げられました。ぐちゃぐちゃの気持ちの中、周斗は偶然、かつて
祖父とよく来た懐かしい銭湯『楽々湯』を訪れます。かちかちになった心も体も、湯の力で心か
らほどけていく。『楽々湯』で様々な人と触れ合うにつれて、周斗の気持ちは少しずつ変化して
いくのでした。そんなある日、『楽々湯』が……。ひとりひとり、それぞれにいろんな人生があるけ
れど、それでも前を向き、生きていく。まるで温泉に入ったみたいに、芯からじんと温かくなれる
１冊です。ぜひ手に取ってみてくださいね。
３
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水
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金

【休館日】 毎週月曜日・最終金曜日
【開館時間】9：30～20：00
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イベントカレンダー
よみきかせ（図書館スタッフ）
2日
14時～
よみきかせ（にじのはし）
8日
11時～
22日
11時～・14時～

休館日

10 11 12 13 14 15 16

赤ちゃんと楽しむ 絵本ひろば
21日

休館日

ストーリーテリング （おはなしオルゴール）

17 18 19 20 21 22 23

15日

休館日

ナイトミニシアター
12日・26日 17時45分～

休館日

ボランティア養成講座
15日 13時30分～

14時～

よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）
16日
14時～

24 25 26 27 28 29 30
休館日

10時～

ミニワークショップ（児童コーナー）
1日 14時～15時（13時半から受付）

ミニシアター
毎週日曜日 13時30分～

6/2『華麗なるギャツビー』

図書館ミニシアター

洋画・吹替（142分） レオナルド・ディカプリオ[ほか]／出演

1922年、ニューヨーク。ニックは、隣に住む謎めいた億
万長者ギャツビーと知り合う。やがてニックの従姉妹デイ
ジー、その夫トムが巡り会い、ニックは報われぬ愛と汚れな
き夢が生む悲劇を目の当たりにする。

毎週日曜13時半～
2階講堂･無料・申込不要

6/9『長ぐつをはいたネコ』

6/16『怪物はささやく』

アニメ・吹替（90分）
ある時は恋に、ある時は戦いに生きるお尋ね者プス。キ
ティ・フワフワーテ、ハンプティ・ダンプティと共に危険に満
ちた冒険に挑む。狙いは、悪名高きジャックとジルの持つ
“魔法の豆”。長靴をはいたネコのすべてが明らかに。

洋画・吹替（109分） ルイス・マクドゥーガル／出演
難病を抱える母と暮らす孤独な少年コナーは、毎夜悪夢
にうなされていた。ある夜、コナーのもとに怪物が現れ、3
つの真実の物語を語るから、コナーに4つ目の物語を話せ
と告げる。しかも、コナーが隠している真実を語れと迫る。

6/30『キングスマン

6/23『ミッキーマウス４』

ゴールデンサークル』

洋画・吹替・PG12（140分） タロン・エガートン／出演
謎の組織ゴールデン・サークルの攻撃で、キングスマン本
部が壊滅。生き残ったエグジー達は、アメリカの同盟機関
と協力し組織の行方を追い始める。一方、ゴールデン・
サークルは世界中の麻薬使用者を人質にした陰謀を始動
する。

アニメ・吹替（64分）池田 安友菜／声の出演
不滅のアイドルミッキーマウスの初期名作選集。4は、
「ミッキーマウスのがんばれサーカス」「いたずら子象」
「ミッキーの不思議な薬」「ミッキーの魔術師」「ミッキーの
猛獣狩り」ほか全８話収録。

第2・第4水曜17時45分～
2階講堂･無料・申込不要

図書館ナイトミニシアター
6/12『若草物語』

6/26『グッモ―エビアン！』

洋画・字幕（122分） エリザベス・テーラー／出演
南北戦争出征のため父親が留守中のマーチ家を、気丈
な母と4姉妹が守っていた。活発で進歩的な考えを持つ
ジョーを中心とした個性豊かな４人は、互いに影響を受け
合い、身も心も美しく成長していく。

邦画（106分） 麻生 久美子・大泉 洋／出演
まじめな女子中学生ハツキ。自分の子供ではないハツキ
が生まれる前から、元パンクロッカーの母アキと暮らしてい
た自由人ヤグ。ヤグが放浪の旅から戻り、また3人で暮ら
すが…。破天荒一家を描いた新世代の家族ムービー。
※ミニシアター・ナイトミニシアターの内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより
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