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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
今月の紙芝居おじさんは
体調不良のためお休みです

会場:２階講堂時間:１３:３０～ 入場無料・申込み不要

６月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」の募集は６月１日～８日まで受け付けております。

図書館利用講座～仕事に使える図書館編～
図書館ってどんなところ？本を借りる所でしょ？本は借りられますがそれだけではあり
ません！！本や本以外でも調べものが出来るんです！仕事にも使える図書館のつかい方
に興味はありませんか！？大人のための図書館利用講座。ぜひご参加ください！
日時：６月２６日（日）１０：００～１２：００
場所：苫小牧市立中央図書館２階研修室
申込期間：６月１日～６月１９日
定員：先着１５名
対象年齢：１８歳以上
申し込み、問い合わせ先：中央図書館（☎０１４４-３５-０５１１）
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『いのちをむすぶ』

佐藤 初女／著
集英社 E サ
森のイスキアという場で、心に何かを抱えた多くの人を受入れ手料理でもてなし、
希望の光を再び灯してくれた佐藤初女さん。初女さんのおにぎりは単なる食物では
なく、祈りのおにぎりとして命をつなぎました。その活動はドキュメンタリー映画
『地球交響曲第二楽章』で広く海外にも知られるようになります。若い時に大病を
患い深い信仰を持っておられましたが、半世紀にも渡る長い間「自然の中にみんな
が集い安らげる場所を」と願い命の大切さ平和の尊さを解き続け、行動で示してく
ださいました。本書のあとがきで「もっともっと働きたいと願っている」と語って
おられましたが、出版前の２０１６年２月１日９４歳で亡くなられました。今「生
き方」「心を強くする方法」の本が沢山出されていますが、心とその行いから滲み
でた初女さん最後となってしまった言葉と静かな写真が、どのページからも大切な
事を伝えてくれる本です。励まされ元気をもらえます。

『おおふじひっこし大作戦』塚本こなみ／文，一関圭／絵
福音館書店 62 オ
栃木県の植物園にある「おおふじ」移植のお話です。この移植が行われるまで、か
つて大きな藤の移植は行われたことがありませんでした。幹の周りが３メートル６
０センチある大きな藤の移植に一人の女性樹木医が、３年の月日をかけて挑みまし
た。前例のない事に対して固定観念にとらわれず、柔軟な発想で困難に立ち向かう
樹木医の行動力と、移植を終え今まで以上に、さらに大きく花開いたおおふじの姿
に感動するノンフィクション作品です。
※樹木医とは、木の医者です。病気になったり、弱って枯れそうになった木を診断
し、治療して元気にさせる仕事です。今回のような木の引っ越しも大事な仕事です。

『ＬＯＶＥＬＹ』

熊谷 勝/著 青菁社
H488.2 ラ

タイトルの『LOVELY』どおり、副題の「愛らしい鳥たち」どおり、室蘭市を中心に道
内で撮影されたなんとも可愛らしい鳥たちの姿が収められた写真集です。著者は鳥た
ちに魅せられ北海道で30年余り野鳥の姿を撮影し発表している熊谷勝さん。写真の下
部には鳥類名が、最後に撮影データや作品解説を纏めたページがあるので、いつ頃に
何処で撮影したのか、どんな鳥なのか簡単な情報を知ることが出来ます。春を告げる
ウグイスに、歌っているようなコマドリ、瑠璃色の美しいオオルリに、まるで日本画
のようなヒレンジャクとキレンジャク。そして雪降る中にいるふくふく姿のスズメ。
その他にもつぶらな瞳で見つめたり小首を傾げたり、見開きで並べられた水浴び姿な
ど、自然を背景に撮影された鳥たちの愛らしい姿をぜひご覧ください。さりげなく裏
表紙を飾るのはとある女性から「雪見だいふく」と愛称をつけられたシマエナガです
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ボランティア養成講座
読みきかせをしたり、本を棚に戻したり…
図書館のお仕事をサポートしてくださる方、大募集！
日時：６月３０日（木）１３：３０～１５：３０
場所：中央図書館２階講堂
申込期間：６月１日（水）～１５日（水）
定員：先着１５名（定員になり次第受付終了）
対象年齢：１８歳以上
活動場所：苫小牧市立中央図書館
申し込み、問い合わせ先：中央図書館（☎０１４４-３５-０５１１）

＊調べものマスターになろう！＊
ポプラディアという百科事典の使い方や
自由研究に役立つ調べもののやり方やまとめ方を教えます！
これで君も調べものマスター！！
日時：７月９日（土）１０：３０～
申込受付：６月７日（火）～ 先着１５名（定員になり次第受付終了）
対象：小学３年生～小学６年生
申込方法：中央図書館窓口または電話（☎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トートバッグが
本年３月より発売中です！重い本をたくさん入れ
ても安心できるように、キャンバス生地を使用し
ています。売上金は『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階事務室までご来館ください。
売切れ次第販売終了ですのでお早めに！！
【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。

アッという間に桜が散っちゃって猫田はさびしいにゃあ。猫田はお外が好き
だからよく日向ぼっこしてるにゃん。日向ぼっこから戻ったら図書館のお姉
さんに「猫田はお外が好きね。お外もいいけどたまには室内で何か作ってみ
ない？今月はね、『インドアでつくってあそぼ』って展示をするのよ。よ
かったら一緒に何か作りましょ」って言われたにゃん。「作ってみたいにゃ
ん！でも・・・猫田、不器用ですから・・・。」って言ったら「古いわよ、
それ」ってばっさり言われたにゃ・・・。にゃぎぎ・・・。悔しいにゃら頑
張って不器用を克服するにゃん！！
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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「ビアトリクス･ポター生誕150周年 ピーター･ラビットの世界」
水色のジャケットを着た可愛らしいうさぎ、ピーターラビット。今にも絵本からとび
出しそうな姿と少し皮肉のきいた物語は、世界中の子どもたちを魅了しました。この
世界で最も有名なうさぎを生み出した女性が、1866年イギリスの裕福な家庭に生まれ
たビアトリクス･ポター。今年はビアトリクス･ポター生誕150周年。上流階級の女性が
仕事を持つことなどナンセンスだった時代に、児童文学作家・農場経営者などとして
活躍したビアトリクスの人生をピーターラビットの愛らしい絵本とともに紹介します。

検索機横展示「『政治』って何？」
何かとニュースとして話題になることの多い政治問題。最近は選挙年齢引き下げなど
が大きな話題でしょうか？私が１８歳だった頃にいきなり「選挙権持てます！」と言
われてもどうしたらいいのやら…と迷っていたと思います。なので選挙権を持ったば
かりのティーンエイジャーも、もう立派な大人である方々も改めて「『政治』ってな
に？」と考えて頂けたらと思います。図書館入って真正面の検索機展示へ！

新刊棚横展示「歴史を読む！」
戦国･江戸･近代などなど、たくさんの著名人により、いろいろな時代設定で書かれた
歴史小説たち。６月の新刊棚横展示では、そんな数多くある歴史小説の中からオスス
メをピックアップし、戦国･江戸･近代の各時代ごとにまとめて展示しております。戦
国から近代小説にかけて順番に読んでみても面白いかもしれません！もちろん、戦国
時代以前や海外文学の歴史小説も少しだけご紹介させていただいております。ぜひお
気に入りの時代を見つけてみて下さい！

児童丸テーブル展示「おとうさんのえほん」
６月１９日は父の日です！父の日はバラの花をあげるみたいですね！
母の日より影が薄い…なんて言われてしまう父の日に今月はスポットをあて、やさし
いお父さんやかっこいいお父さんなどいろいろなお父さんがでてくる本をあつめまし
た！児童カウンター横のテーブルにたくさん置いてあるのでぜひ手に取ってご覧くだ
さい！みなさまのお家のお父さんはどんなお父さんですか？絵本を読んだあとは、家
族のためにがんばるお父さんにありがとうの気持ちを伝えてあげてください☆

編集後記
先月の第２日曜は母の日、今月の第３日曜には父の日があります。皆さんプレゼントは用意しまし
たか？私は、なにをあげたらいいのやら…と毎年悩んでいます。言葉で伝えるもよし、お花を渡す
もよし、プレゼントもよし。選択肢はたくさんありますが選択肢が多いと迷ってしまうタイプです。
早めに決めようと思うのですが、悩みすぎて気づけは前日。なんてこともしばしば。今年こそは！
と思っているのですが果たして…！？お父さん、お母さん、いつもありがとうございます♪

図書館ミニシアター
６月５日 110分 邦画

６月１２日 35分 アニメ

『アヒルと鴨のコインロッカー』

『ミッフィーとどうぶつえん』

大学入学のために仙台に越してきた椎名。奇妙な隣人・
河崎は「一緒に本屋を襲わないか」と持ちかける。そし
て彼は、元カノの琴美と留学生・ドルジ、美人店長・麗
子にまつわる出来事を語り出す…主演は濱田岳

いいお天気なので、パパと電車で動物園へ。オウムにシ
マウマ、カンガルー。それから…。とっても楽しい一日
だったわ。表題作の「ミッフィーとどうぶつえん」ほか
「だれのせなか？」など全８話収録。声の出演は長沢彩

６月１９日 118分 洋画（アメリカ）

６月２６日 47分

『バック トゥ ザ フューチャー３』

アニメ（日本）

『有頂天家族 ３』
京都を舞台に、狸と天狗と人間が三つ巴で繰り広げる、
波乱万丈物語。同名小説をアニメ化。淀川教授は、矢三
郎の父親が狸鍋になった金曜倶楽部の忘年会での不思議
な出来事を話す。第6、7話収録。声の出演：櫻井孝宏

ドクは1885年にタイムスリップ。また1955年に取り残さ
れたマーティはドクが1885年にビフの先祖ビュフォード
に殺されると知り大慌て！西部開拓時代に急行する。
シリーズ完結編！ 主演：マイケル・Ｊ・フォックス
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