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５月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」は１日(金)から８日(金)まで募集しています。

【ミニシアターのご案内】会場：２階講堂 時間：１３:３０～ 入場無料・申込み不要

お は な し 広 場
【協力】でんでんむしサークル
毎年恒例！楽しいＧＷにぴったりの読み聞かせはいかがですか？
申込み不要・無料で参加できます！
赤ちゃんも
当日は直接会場へおこしくださ～い！！
日にち ５月６日(水・祝)
時 間 １３：３０～１４：３０
場 所 苫小牧市立中央図書館２階 講堂
１

お兄ちゃんお姉ちゃんも
みんなでワイワイ！
ワハハっと楽しんじゃおう！
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『明日は、いずこの空の下』
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上橋 菜穂子／著

講談社

E ウ

上橋菜穂子さんの『鹿の王 上・下』が、本屋大賞2015で大賞を取りました！おめでとうご
ざいます！『精霊の守り人』から始まる「守り人」シリーズ、「獣の奏者」シリーズなど魅
力的なファンタジーを書き続けている上橋さんですが、近年「国際アンデルセン賞作家賞」
を受賞されるなどますます評価が高まっています。ファンとしては嬉しい限りですね！
さて、この本は著者が17歳の夏から現在まで旅した国々での出来事をつづったエッセイで
す。高校の研修旅行で訪れた英児童文学『グリーン・ノウの子どもたち』の舞台ケンブリッ
ジ。文化人類学者のフィールドワークとして選んだオーストラリアの地。実母とツアー旅行
で旅した沢山の国々…上橋さん自身のエピソードも面白いのですが、このお母さんのエピ
ソードも楽しくてオススメです！
その他、自らの生い立ちやそれから影響された作品のシーン、幼少期から読んだ数々の文
学を語った『物語ること、生きること』 守り人シリーズに登場する料理の再現レシピ集『バ
ルサの食卓』 他２人の作家とお互いそれぞれの著作を熱く語った『三人寄れば、物語のこと
を』など児童書以外も多数所蔵していますので、この機会にどうぞ読んでみてくださいね♪

『13歳からの家事のきほん46』
13歳と子供向けの本と侮るなかれ！

アントラム栢木利美/著
海竜社 590 ｼ

掃除・洗濯・片づけの基本から料理や時間の使い方まで、分かり易く書かれています。
今さら聞けない疑問や工夫が詰まっています。
もうベテランよ！な方も、自己流の家事を見直すヒントになるかもしれません。
再度目を通したいのは、CHAPTER4の「急いでいるときこそ、丁寧に」です。分かってはいる
けど、なかなか実践するのは難しい…。しかし、心に留めておけば、普段の生活でも仕事の
場でも、とっさの時にスムーズに進むはずです。家や身の回りがきれいになれば、すっきり
気持ちよく、心豊かに過ごせます。家事が苦手なあなたも、この１冊を読めば、簡単に楽し
くこなせて、新しい自分を発見できること請け合い…！？

『あまねく神竜住まう国』

荻原 規子／著 徳間書店 913 ﾏ

伊豆の流刑地に流された源頼朝。生きる希望を失いがちな頼朝のもとへ、かつて頼朝
の命をつなぎとめた笛の名手・草十郎が訪れ…。土地神である神竜と対峙し、伊豆の
地に根を下ろしていく少年頼朝の姿を描く。歴史ファンタジーです。勾玉シリーズ外
伝『風神秘抄』の主人公がでてくるので勾玉シリーズの続きとしても読めますが、別
の物語として歴史好きな人に頼朝のお話としても読めます。現在予約の入っている本
になりますので、気になった方は、どうぞご予約をお願いします。
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こども一日司書体験☆ミ
４月２６日の晴れ渡る日曜日、小学生対象「こども一日司書体験」が
開催されました。２３名の応募者の中から１０名の小学生が抽選で選ば
れ、当日緊張した面持ちで集まってくれました。
開会式の後、グループに分かれて早速お仕事開
始です。
図書館の館内見学では、普段一般のお客さん
が入ることのできない閉架書庫を見学し、ボタ
ンを押すと大きな本棚が移動するスライド式の
電動書架に驚きの声が上がっていました。

カウンター業務体験では、実際にお客さんの前に
立って本の貸し出し・返却作業を行いました。「こ
んにちは」「ありがとうございました」「５月１０
日までです」慣れない手つきで本のバーコードを読
み込んではにかんだ小さな司書さんに、お客様から
も「頑張ってね！」とねぎらいのお言葉を頂きまし
た。カウンターの中から見る図書館の風景は小学生
司書のみなさんにはどのように見えたのでしょう？

本にフィルムコートを貼る体験作業では、お家から
自分の本を持ってきてもらい、図書館職員の指導の
下、真剣な顔で作業をしていました。高学年の子は
さすが手際よく、低学年の子も保護者に見守られな
がらも無事フィルムコートを張り終えることができ
ました。きれいにコーティングした本は、これから
もお気に入りの一冊として大切にしてくれることで
しょう。
最後に修了式を行い、菅野館長より一人一人に修了
証書が手渡されました。今回の司書体験でますます図
書館の仕事に興味を持ってくれたり、さらに色々な職
業も体験してみたいと思ってくれる子がいてくれたら
…と思います。担当した私も、これからもますます小
学生に興味を持ってもらえるような図書館づくりをし
ていこう！…と改めて決意した一日でした。

猫田の
つぶやき

実は『こども一日司書体験』をこっそりのぞいてたのにゃん。みんなが頑張っ
て本のコーティングをしたり、カウンターに立ってる勇姿を見て猫田もやって
みたくなったのにゃ。でもいつものおねえさんに「猫はダ・メ・よ❤」ってこ
とで追い払われてしまったのにゃ…。ちなみに、１階の①番の本棚やＹＡコー
ナーに、図書館司書や学校司書に関する本を所蔵しているのにゃ。興味があっ
たら見てみるといいのにゃ。未来の図書館司書…いい響きにゃん♪
３
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みなさんにおすすめしたい本を展示しています

ガラス・検索機横展示「Ｗｉｎｄｏｗｓ 30周年」
“Windows”といえば「窓」ではなく、マイクロソフト社から出ているOSを思い浮かべるのでは
ないでしょうか？いまやパソコンは仕事する上で不可欠の存在となり、マイクロソフト社のWord、
Excelといったソフトウェアを使われている方も多いでしょう。Windowsは今年で誕生30周年とな
ります。それを記念しまして、中央図書館１階検索機横にてこのWindowsに関連した本や、パソ
コン・インターネット・SNS関連の本を展示しております！そして、入り口正面入ってすぐのガ
ラス展示では、普段はなかなか見ることのないパソコンの中身を解体して展示しております！
あの箱の中には一体何が・・・？という方も謎が解けるでしょう！バラバラになったパソコンの
パーツ名も紹介しております。何に使われているのかはぜひ図書館にてお調べ下さい！お家でイ
ンターネットやネットショッピングをする際に、このパーツが頑張っているんだなぁと思い出し
てあげてくださいね☆５月２９日まで展示しておりますのでぜひお越しください！

新刊棚横展示「桜の本」
桜の季節がやってきましたね！図書館ではひと足早く桜の本を集めた展示を行っております、タ
イトルに「桜」が入っている本・桜の写真が載っている本・桜といえばお花見！ということでお
花見にピッタリなお料理の本などなど集めてみました。文化公園入口の桜を愛でにお散歩に来て
みてはいかがでしょうか？

児童展示「犬＆猫／絶滅動物」
あなたは犬派ですか？猫派ですか？それとも、どっちも？みんな大好き！犬＆猫の本を集めて、
児童カウンター横のまるいテーブルにて展示しております。あまりの魅力にノックダウンしてし
まうかも・・・。また、図書館入り口入ってすぐ左手の棚に、絶滅動物の本の展示を行っており
ます。迫力満点の絶滅動物たち。過去に思いを馳せながら、ぜひご覧ください。

編集後記

- あったかいんだからぁ♪ -

ぱぴるすが１枚になり、ちょっとだけさみしくなりつつも早２か月が経ちました。でも内容は
ギュッと詰まっていますので、２枚１組だったときと変わらないボリュームでお送りしておりま
す！さてさて、気温も上がりすっかり春ですがみなさんはゴールデンウィークはどちらまでお出か
けでしょうか？長い連休を利用して普段は行けないところにお出かけするも良し。家でのんびりす
るのも良し。友人と集まって花見するのも良し。花見と言えばジンギスカン・・・お腹すいちゃい
ますね！とにかく有意義に連休を過ごしたいですね～。そういえば、４月末に『一日司書体験』と
題しまして、小学生を対象にした職業体験を行いました（前ページ参照）本のコーティング作業や
カウンターでの貸出・返却に挑戦してもらいました。不慣れながらも元気に頑張っていました！普
段しない新しい事にチャレンジするのって意外と勇気がいるんですよね～。連休を利用してなにか
に挑戦してみるのもいいかもしれませんね！筆者も何かにチャレンジしてみようかと思います☆

図書館ミニシアター
５月１０日 24分

５月３日 85分

『にじいろのさかな ～ゆうじょう～編』(アニメ)

『ガリバー旅行記』(洋画)
失敗を恐れるあまり何事も挑戦する前に諦めてしまう、
さえない男のガリバー。ある日ハッタリで手にした仕事
でバミューダ・トライアングルへ取材に出かけるが、海
で遭難し、小人の国へと迷い込んでしまう。

虹色に輝くウロコを持ったさかなの「にじ魚」はその見
た目ゆえにひとりぼっちだった。その悩みをヒトデに打
ち明けますが、ヒトデはどんな返事をするでしょうか？

５月１７日 106分

５月２４日 96分

『グッモーエビアン！』(邦画)

『ルーニーテューンズ コレクション』(アニメ)

真面目な少女ハツキ。元パンクロッカーの母アキ。自分
の子供ではないハツキが産まれる前からアキと暮らして
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。

５月３１日 154分

『スーパーマン』
(洋画)

ワーナー・ブラザーズの陽気で楽しい人気キャラクター
たちが繰り広げる「ルーニー・テューンズ」シリーズか
ら、バッグス・バニーが活躍する選りすぐりのストー
リーを集める。「バッグスの野球狂時代」ほか全13話。

言わずと知れた伝説のアメリカン・ヒーロー『スーパーマン』パワフルで優しいみんなの
味方は今日も平和を守るために悪者退治に大忙しです！過去に映像化されていたスーパー
マンのリメイク版です。最新技術のＣＧを駆使した迫力ある映像をご覧あれ！
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