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【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

５月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」の募集は５月１日～８日まで受け付けております。

おはなし広場

申し込み
とき＊５/５㈭13：30～14：30
不要
ばしょ＊苫小牧市立中央図書館２階講堂
入場無料

なにが
あるかは
当日の
お楽しみ♪

協力＊植苗小学校読み聞かせ団体、
障がい者通所施設ボランティアおはなしおばさん、
にじのはし南條さま
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『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』
澤宮 優／文 原書房
384.3 イ
赤帽、ロバのパン、人力車、エレベーターガール、バスガール、マネキンガール、チンドン屋、
カストリ雑誌業、紙芝居屋…これらのお仕事、どんな仕事か知っていますか？
この本は、2010年に出版された『昭和の仕事』(澤宮優／著,弦書房)の姉妹編として、昭和を象
徴したり昭和に全盛期だった…しかし今では消えてしまった仕事を「昭和の仕事」とひっくるめて
詳細に紹介しています。給与や仕事の内容などイラストを添えてわかりやすく115種の「昭和の仕
事」を掲載！どのページから読んでも興味深く楽しめます。
昭和生まれの人には、実際に見たことがある・本や映画で見たことがある、懐かしく読める本で
すが、平成生まれの人にとっては「そんな仕事があったなんて！」と驚くような職業も多くありま
すので、親子で読んでみたらいろいろな発見もあってきっと面白いと思いますよ！
鍋や薬缶が壊れれば鋳掛屋に修理を頼み…電話をかければ電話交換手が繋ぎ…家に来るのは富山
の薬売り…電車に乗れば押し屋に押され…おこづかい握りしめてアイスキャンデー屋やポン菓子屋
を追いかけ…炭鉱夫は汗と汚れにまみれて仕事に命をかける…。
合理性と便利さに押し流され、今や時代の中に埋もれて見向きもされなくなった仕事人たち、か
つての風景を思い出しながらこちらの本を読んでみてはいかがでしょうか。

『女子会川柳』シリーズ
シティリビング編集部／編，ポプラ社編集部／編 ポプラ社 911.46 シ
川柳や短歌ってちゃんと勉強しないとよくわからなくて…なんかとっつきにくいイメージ。とい
う方、意外といるのでは？かくいう私もその１人でした。今までのイメージが変わったのはこの本
がきっかけです。『女子会川柳』といいましても「女性であって女子じゃないし…」という方も女
子会なんてもともと厳密な定義はありません。楽しく食事できたり遊べたり、飲んだりできればそ
れでいいんです。というところから、働く女性が詠んだ、働く女性のための川柳です。どの川柳も
社会で働く女性に共感していただけたりいただけなかったり！？
川柳を様々な企業が募集を行っているため、内容が多岐にわたっています。今回の『女子会川柳』
をはじめ、ご年配から募集を募っている『シルバー川柳』、お金に焦点を当てた『マネー川柳』や、
サラバ脂肪よ！な『さよなら脂肪川柳』などタイトルだけで抱腹絶倒しそうですね。
女子会川柳は３巻まで、シルバー川柳はなんと現在１２巻まで出ております。お好みのものをお探
し下さい。

『ねこのひけしや』

渡辺有一/作 フレーベル館 E

ネ

しかけ絵本が魅力の『ねこざかな』シリーズで大人気の渡辺有一さん。今回は、こちら『ねこや』シ
リーズ最新刊のご紹介をさせていただきます。この絵本は、江戸のまちの火消し見習い“ぶちまる”
というねこのお話です。火消しの仕事は、町を火事から守ること。親方に拾われた“ぶちまる”は、
一人前になるため毎日一生懸命に頑張っています。でも、あわてんぼうでヘマばかりする“ぶちま
る”はなかなか一人前になれません。そんなある夜、近くの長屋で火事が起きて・・・。上にどんっ
と伸ばせるワイドページ付きで、迫力満点の１冊。夜の町を彩る夕闇の深い青と、ゴウゴウと燃える
火の橙色がなんとも素敵です。さて、“ぶちまる”はどうなるのでしょうか？気になった方は、どう
ぞこの絵本を手に取ってみて下さい。
２
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桜の季節の朗読会 大人のおはなし会
朗読グループ、花音の会さんに
よる朗読会です。

世界各地の昔話を
「語り」で聴いてみませんか？

日にち＊５月１４日（土）
時間＊１３：００開場
１３：３０～
場所＊中央図書館２階研修室

日にち＊５月２５日（水）
時間＊１０：３０～１２：００
場所＊中央図書館２階講堂

主催＊朗読セゾン・花音の会

主催＊おはなしオルゴール

賢治ウォークとは？？
今月の５月２２日（日）は【賢治ウォーク】というイベントが苫小牧市で行われるため、図書
館では改めて宮沢賢治の作品に触れて頂こうと関連書籍等を展示しています。そもそも“賢治
ウォーク”ってなんぞや？って方いらっしゃるのでは？時は遡り、１９２４年５月２１日。今
から約９０年前に宮沢賢治が苫小牧に訪れていたのです！
当時農業学校の教師をしていた宮沢賢治は、修学旅行生の引率者ということで苫小牧の地に足
を踏み入れました。波の音に誘われて夜遅くに１人で旅館を出、駅前通りを南下したとのこと
です。その時に通った道を歩くイベントが【賢治ウォーク】になっています。
個人的に宮沢賢治と言えば岩手県のイーハトーブを思い出すので、北海道のイメージがあまり
ありませんが苫小牧とのゆかりがあったとは驚きですよね！
彼の著作には名作と呼ばれているものが多いので、読み直してみるのもいいかもしれませんね。
主催：ＮＰＯ法人ゆうべあまちづくりネットワーク

編集後記の代わりとして。
今号よりぱぴるすを編集者が変わっております。
以前担当していたものは図書館のカウンターで真面目な顔しながら語尾が「にゃん」という猫
田記者の文章を執筆しておりました。だからどうというわけではありませんが、個人的には面
白いなと思ったのでウラ話とさせていただきます。
さて、今月号のぱぴるすを手に取っていただけた方はわかると思いますが、鮮やかなピンク色
の用紙となっております。前任から「来月はピンクで！」ときつく言われておりますので従い
ます…というのは冗談で。話を聞いたところ、桜の咲く５月にピンクを持ってくることは前々
から決めていたとのこと。今回はそのようにさせていただきました。こちらが出来上がるころ
には図書館前の桜が咲いているのでしょうか？楽しみでなりません。
ぱぴるすの内容もですが、紙の街ですので用紙の色も楽しんで頂けたらと思っております。

猫田の
つぶやき

やっと！やっと！桜が咲いたかにゃん？猫田、こないだお姉さんの後をつい
てお外に出たらきれいな桜に見惚れてしまったにゃん。木の下で日向ぼっこ
して気づいたらまっくらだったにゃん…怖かったにゃあ。しばらくはお外に
出ないと固く心に決めたにゃん。図書館では別のお姉さんが、黒い人と
『「清き」一票』って書いてある看板をもってたから「それはおいしいのか
にゃん？」って聞いたら「さあ、どうでしょうね～」って教えてくれなかっ
たにゃん。にゃぎぎ。気になるにゃ。（※気になる方はYAコーナーへ）
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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「宮沢賢治生誕１２０年

苫小牧発銀河鉄道」

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」は、明治から昭和にかけて苫小牧を起点に走っていた王
子軽便鉄道(通称 山線･浜線)と、その沿線風景が創作のヒントになったのではないか
という説があります。その可能性とは…。宮沢賢治は、大正１３年５月２１日花巻農
学校の教師として修学旅行の引率で苫小牧を訪れています。銀河鉄道は「きれいな汽
車」で座席は「ビロード張り」。王子軽便鉄道には、大正１１年昭和天皇が皇太子と
して北海道を行啓した際山線で支笏湖に立ち寄り、その時に用意され現在王子アカシ
ア公園に保存される貴賓車があります。その座席は「ビロード張り」。ジョバンニの
「はがきぐらいの大きさの切符」。王子軽便鉄道の切符もはがき大でした。信憑性は
不明ですが、その可能性をたどってみようと思います。苫小牧発銀河鉄道、出発！

検索機横展示「宮沢賢治」
1924年5月宮沢賢治は花巻農学校の修学旅行引率教師として苫小牧を訪れました。宿
泊した旅館から前浜まで散策し、心象スケッチしたのが「海鳴り」です。後に発表さ
れた「牛」の下書き稿になりました。また、宮沢賢治研究発表の中には王子製紙軽便
鉄道の沿線が「銀河鉄道の夜」のモデルになった可能性があるとしたものがあります。
大人から子供まで多くの人に愛され、今なお研究され続けている作家が苫小牧にゆか
りがある事は嬉しいですね。皆様、どうぞイーハトーブの世界をお楽しみください。

新刊棚横展示「伊勢志摩サミット」
2016年5月26日・27日に三重県伊勢志摩でG7首脳会議が開かれます。
今回の議題関連や2008年の洞爺湖サミット、伊勢志摩地方関連の本を集めました。
各国の首脳たちが集まり、世界がよりよくなるために話し合う…。
この機会に、私たちも関心を持って成り行きを見守りませんか？

児童丸テーブル展示「いぬとねこペットにするならどっち？」
みんな大好き！一番みじかなペットの犬や猫が出てくる本をいろいろそろえてみまし
た。あなたは犬派ですか？猫派ですか？飼い方・育て方、絵本に出で来るかっこいい、
ドジな、かわいい、犬 猫 達の魅力をいっぱい詰め込んでます。犬が好き！猫が好
き！両方好き‼な方はもちろん、犬猫はちょっとにがて…と思っている方も、いぬね
この魅力にメロメロになることまちがいなしです！ぜひ手に取ってみて下さい。

図書館ミニシアター
５月８日 33分 アニメ

５月１日 108分 洋画（アメリカ）

『はらぺこあおむし』

『バック･トゥ･ザ･フューチャー ２』

絵本の魔術師として世界中で人気の、はりえ絵本作家エ
リック・カール。愛・夢・希望・自然などがテーマの
ファンタジックな５作品。日本語吹替をさだまさしが担
当。表題作や「パパ、お月さまとって！」などを収録

無事に1985年に帰ってきたマーティ。未来の息子がトラ
ブルにあっていることを知り、将来の妻ジェニファーと3
人で未来へと飛ぶ。ところが老いたビフにタイムマシン
を盗まれてしまい…マイケル・Ｊ・フォックス主演

５月１５日 90分 ドキュメンタリー（ドイツ）

５月２２日 47分 アニメ

『グレートプラネット』

『有頂天家族２』

厳しい冬を越え、再び動き出した森。木の生命力は高まり、
鳥たちは春の訪れを祝福する。新しい命を生んだキツネ親
子、昆虫たちの小さな世界。壮大で幻想的なネイチャード
キュメンタリー。日本語ナレーション・北田理道

５月２９日 40分 邦画

『ただいま
ジャクリーン』

京都を舞台に、狸と天狗と人間が三つ巴で繰り広げる、
波乱万丈の物語。森見登美彦原作の同名小説をアニメー
ション化。矢三郎が弁天から借りた空飛ぶ奥座敷で、納
涼会を楽しむ矢三郎たちだったが…声の出演・櫻井孝宏

5歳の時、バス事故で天涯孤独となった悟は養護施設に預けられるが、ジャクリーンとい
う人形と腹話術をすることで徐々に笑顔を取り戻す。13年後。悟は同じ施設だった恵美に、
施設の祭に腹話術で出演してほしいと依頼される。主演は染谷将太

４

