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苫小牧子どもの本の会
にじのはし
おはなしオルゴール
紙芝居おじさん (会場：サンガーデン)

【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
３月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」の募集は３月１日～８日まで受け付けております。

苫小牧市立中央図書館文化セミナー(郷土講座)

‐図書館の資料と郷土の風景‐
２０１３年１１月に一耕社より出版された【折居彪二郎鳥獣採集日誌】の出版
裏話や、図書館で所蔵している郷土資料についての郷土セミナーです。

【日 時】３月２６日(土) 開場１３時００分 開演１３時３０分
【場 所】苫小牧市立中央図書館 ２階講堂
【講 師】新沼友啓氏(一耕社出版 代表取締役)
【お申込】先着７０名 ３月１日(火)より受付
※中央図書館窓口・電話にて受付
１

末広町3-1-15

☎35-0511
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『塩 地球からの贈り物 』
【地球は水の惑星でもあり、塩の惑星でもある】
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片平 孝/著
PHP研究所 669 ｼ

地球といえば、青く輝く美しい水の惑星です。ここでいう水とは、地球の表面の７割を占め
ている海のことですが、この海の水をペロッとなめてみると、とてもしょっぱい水であること
がわかります。この海水はご存知の通り、非常に濃度の高い塩水となっています。つまり、
ものすごい量の海水があるということは、それだけ多くの塩も一緒に保有しているということ
になりますね。そして塩は海だけではなく、陸地にも多く保有されています。塩田や塩湖、岩
塩鉱山などがそうですね。まさに水の惑星ならぬ塩の惑星です。塩は我々人類はもちろんのこ
と、動物たちや海に生きる魚や植物たちにとっても、なくてはならないものとなっています。
本書では、そんな塩を『地球からの贈り物』と題して、世界中に散らばった塩の産地をご紹介
しています。海水の１０倍という、体が浮いてしまうほどの塩分濃度を持つ死海。世にも奇妙
な塩の花が咲くエーア湖。ヴィエリチカ鉱山にある、天井から床まですべて岩塩で出来た岩塩
地底博物館。高地にある、世界でも有数の美しい風景であるウユニ塩湖。などなど、魅力的な
塩の産地が盛りだくさんです。後半には、塩の誕生や生命との関わり。人類と塩の文化・歴史。
物理・化学的に見た塩。といった、塩の知識もご紹介しています。ちなみにですが、三重県の
伊勢神宮にも塩田があり、塩づくりを行っているのを知ってました？

『北海道夏山ガイド １』
【最新第４版！】

梅沢 俊／著，菅原 靖彦／著
北海道新聞社 291.1 ﾎ 1

先月の村井雅之さんによる「ナチュラリスト志願」をテーマにした文化セミナー。好評のうち
に無事終了いたしました。担当は当日カウンター業務の日でしたので残念ながら直接お話を聞く
ことは出来ませんでした…。最近は自然に触れる機会が減っているなぁと思い、小さいころに祖
父母、母親に連れられて山のぼりに出掛けていた日々を思い出しながら手に取ってみたのがこち
らの本です。実家にもこれの古い版があったなぁと思いつつ奥付を見てみると初版1989年。27年
にわたって読まれているガイド本です。北海道の主な山を時間や高度、険しさなどから採点しつ
つ紹介しています。まだまだ夏山登山には早いですが、計画を練るのもレジャーの楽しみの一つ
ではないでしょうか。ちなみに樽前山の難易度は40点、初級者向けとなっていました。7合目ま
では車で登れるので入門にはちょうど良いそうです。

『手作り小路のなかまたち』
【いいから、いいから、だいじょうぶ。】

新藤 悦子／著，河村 怜／絵
講談社 913 ﾃ

春の足跡が聞こえる季節にぴったりな、ぽかぽか心温まる物語をご紹介します。ななかまど町
のななかまど通りに、小さな袋小路があります。手作りのものをあつかうお店が５件並ぶので、
ここは手作り小路と呼べれていました。やって来るお客さんは、カフェ「ビーンズ」で豆吉さん
がいれるコーヒーと、奥さんの花豆さんが作る料理でゆっくりと寛いでいきます。ところが、花
豆さんが亡くなり、「ビーンズ」はコーヒーだけの店になってしまいました。カード屋さんのひ
とり娘のかなめちゃんが「花豆ばあばがいたらなあ」と思っていると、花豆さんにそっくりな
しゃべる不思議なお人形、タマムさんがやってきたのです！おいしい料理とおしゃれな小物。手
作り小路の魅力的な仲間たちが出てくる、優しいお話です。巻末にはレシピと手作り小物の作り
方ものっています。読んで作って、欲張りな楽しみ方のできる１冊ですよ。
２
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≪除籍雑誌さしあげます≫
【保存期限切れ・寄贈いただいた雑誌を、市民のみなさまにさしあげます】

日
場

時:３月１９日(土) ９時３０分～なくなり次第終了
所:【初日】中央図書館２階 講堂(※初日のみ１７時にて終了)
【２日目以降】中央図書館１階 エントランスホール

５０タイトル 約８７０冊ご用意しております！
※初日は９時１５分より中央図書館入口にて整理券を配布します。
配布された整理券をお持ちになって講堂へお越しください。

【お客様へのお願い】
①おひとりさま１０冊までとさせていただいております。
②痛みの激しいもの･ページが抜けているもの・欠号している
ものがありますが、ご了承お願いします。
③譲り合ってのご利用をお願いします。
④お持ち帰り用の袋･カバン等のご用意をお願いします。
※問い合わせ先 苫小牧市立中央図書館（℡:0144-35-0511)

≪オリジナルトートバッグ≫
苫小牧市立中央図書館オリジナルのトート
バッグが完成しました！３月１５日(火)
より、【200袋限定】で発売開始します。
バッグの売上金は盲人向けのネットワーク
サービス『サピエ』への加入費用として使
わせていただきます。
購入の際は、中央図書館２階事務室までお
問い合わせください。
【サイズ】縦32cm×横42cm×幅13cm
【価 格】￥1000(税込)
トートバッグデザイン

猫田の
つぶやき

※サピエ：目で文字を読むことが困難な方々に、
点字･音声データ等を提供するネットワークサービス。

今年ももう３月にゃ！進学・就職・新生活！春には新たな出会いがきっと
待っているのにゃん。今月のＹＡコーナーの展示テーマは【芽を出せ、花咲
け、春よ来い！】にゃ。花言葉や植物の写真集を集めてみたのにゃん。気持
ちだけでも春を先取りにゃしぃ。そういえば中央図書館オリジナルのトート
バッグが完成したにゃ。３月１日(火)より発売開始にゃん。当初は猫田プレ
ゼンツ＆猫田フォトグラフでいくはずだったのに、図書館のお姉さんに「猫
はダ･メ･よ♥」ってまた言われたにゃぎぎ…。猫田のブロマイドに代わって
シロクマさんが目印にゃん。悔しいことにとってもキュートなのにゃん。
３
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館内展示
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おすすめしたい本や資料を館内にて展示しています

ガラス展示･検索機横展示「After 5years」
2011年3月11日。後に「東日本大震災」と呼ばれる大きな地震がありました。震源地である東
北では今でも痛々しい爪あとが残っています。あれから今年で5年。「備えあれば憂いなし」
ということで、今回は「震災」及び「災害対策」です。OPAC横に加え、入口のガラスケースに
も関連書籍等を展示しているのでご一緒にどうぞ。

新刊棚横展示「Let’s EXERCISE！」
『痛い・疲れる・だるい・なんとなく体調が悪い・気持ちが沈みがち』そんなあなた、体を動
かしてスッキリしましょう！レッツエクササイズです！いつでもどこでも出来る簡単なスト
レッチや、毎日続けられる運動メニューなどなど、たくさんの本を展示しております♪
手軽な運動で心も体もスッキリ、健康生活目指しちゃいましょう☆

児童丸テーブル展示「お姫さま！王子さま！」
勇敢なお姫さま。心優しいお姫さま。きれいなお姫さま。格好良い王子さま。気弱な王子さま。
穏やかな王子さま。さて、皆さんはどんなお姫さま＆王子さまが好きですか？？いろんなタイ
プのお姫さまと王子様の本をたくさん集めました。どうぞ一緒に冒険したり、戦ったりして、
物語の世界にダイブしてみてください。児童カウンターすぐそばの丸テーブルで展示中です♪

児童コーナー入口棚展示「春をむかえに～」
寒い冬もあと少し。そろそろ、春の香りが届いてきそうですね。児童コーナーでは、ひとあし
早く、春を感じる絵本たちを特集します。春色の絵本と一緒に、春の行事の一つ「イース
ター」にちなんだ絵本も展示しますよ。イースターエッグみたいにコロコロかわいいたまごや
ひよこの絵本もご用意しています。かわいくて、ほっこりする絵本がいっぱいの、図書館に、
あなたも春をむかえに来てみませんか？

編集後記

–春よこい-

この原稿を書いている現在は雪が積もったり、路面が凍ったりとまだまだ冬の気配が色濃い
です。さすがに3月にもなれば春の訪れを感じられる…ハズです。そうだといいなぁ。
3月と言えば新生活への準備に忙しい方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。不安や期
待、色々な感情が織り交ざったなんとも言えない気持ちをお抱えのあなた！そんな時こそ図
書館へ足を運んでみませんか？もやもやを直接解決する魔法は使えませんが、そのお手伝い
が出来る本はあるかも知れませんよ！何が言いたいかというと「新生活が始まっても図書館
の事を忘れないでください！」ということです！「学生時代は使っていたんだけど今は…」
という声もやはり多いので…（あくまで担当個人の周囲限定です。）そんなことにならない
ために創意工夫するのが私たちの仕事なのですけどもね。そんなこんなで来年度も中央図書
館と【ぱぴるす】をよろしくお願いします。

図書館ミニシアター
３月６日 105分 邦画

３月１３日 24分 アニメ

『遺体 明日への十日間』

『宮西達也劇場おまえうまそうだなvol.２』

東日本大震災で甚大な被害に見舞われた岩手県釜石市。
混乱する遺体安置所を訪れた相葉常夫は葬儀社勤務の経
験があり、動揺している人たちを統率すべく、ボラン
ティアとして働くことになる。

先月に引き続き、宮西達也劇場を上映します。人気絵本
である「ティラノサウルスシリーズ」がアニメになって
動き出します！「あなたをずっとずっとあいしてる」
「いちばんあいされているのはぼく」の２話を収録。

３月２７日 116分 洋画

３月２０日 115分 邦画

『バック･トゥ･ザ･フューチャー』

『長州ファイブ』
攘夷の嵐吹き荒れる幕末期の1863年。イギリスへ命がけ
で密航留学した5人の若者達がいた。ロンドンの地に立っ
たこの長州藩の志士たちを、のちにイギリス人は敬意を
込めて、「長州ファイブ」と呼んだ…。

タイムマシンで過去にタイムスリップしてしまったマー
ティ。彼はそこで自分の両親になるはずのロレーンと
ジョージに出会う。だがジョージは彼女に告白できない
でいた。しかもロレーンはマーティに恋してしまう。

４

