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中央図書館月間カレンダー８月 【開館時間】9：30～20：00
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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

【ミニシアターのご案内】会場:２階講堂 日時:毎週日曜１３:３０～ 入場無料・申込み不要
８月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」はございません。次回は９月に開催予定です。

青空こども図書館
～みつけよう！おはなし基地でであう本！～
この日は図書館前の青空の下に集合！楽しい読み聞かせがあるよ！
当日は暑くなることが予想されるので帽子や飲み物をお忘れなく！
日 時：８月４日（木）１０時半～１２時（申込不要・直接会場へ）
場 所：出光カルチャーパーク
（雨天時：図書館２階、サンガーデン）
協 力：子どもの本の会、でんでんむしサークル、にじのはし
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『日本人も知らなかった
日本の国力（ソフトパワー）』

Vol.86

川口 盛之介／著
ディスカヴァートゥエン
ティワン 031.5 ニ

皆さんは日本の文化と聞かれて何を思いつきますか？着物、和食、マンガなど色々あ
るかと思います。では、日本の文化的な面は外国からどのように見られているのか…。
本書では食やファッション、スポーツ、文学などの日本の文化が外国と比べて、どん
な位置づけとされているのか紹介しています。例えば、スポーツについては、球技や
格闘技など種目ごとに分けて考え、各種大会の獲得メダル数や選手の身長、更には年
収まで調べあげ、そこから外国と比べた順位や特徴を述べています。一見、難しい内
容に見えますが文章だけでなく図やグラフもあるので気軽にお読み頂けます。「日
本ってこんなにすごいところがあったんだ」と個人的に驚くぐらい日本は世界から評
価を得ている面が多いようです。2020年のオリンピック開催国にも選ばれた日本。改
めて本書を通じ日本文化の魅力を知ってみてはいかがでしょうか。

『ウミガメものがたり』

鈴木

まもる／作・絵
童心社 E ウ

海の中からウミガメのお母さんが誰もいない砂浜にたまごを産みにやってきました。
お母さんは砂浜にたまごを埋めるとそのまま海に帰っていきます。
そしてたまごからかえった子ガメたち。砂の中から這いだして、すぐそこの海を目
指します。そこから、長い長いいのちの旅がはじまります。
生まれてすぐ、砂浜から海にたどりつくまでの危険。海の中の危険。ウミガメたち
はたくさんの危険を潜り抜けていきます。こうして旅の途中で、運よく大きく育っ
たウミガメのオスとメスが出会い、また新しい命がつくられていきます。そしてメ
スは誰にも教わっていないのに、かつて自分が生まれた砂浜にたまごを産むために
戻ってきます。ウミガメのふしぎ、いのちの物語です。まるで自分もウミガメと一
緒に海の中を泳いで、旅をしているような感覚になる絵にも注目！の１冊です。

『蜃気楼のすべて！』

日本蜃気楼協議会
草思社 HT451.7 シ

“美しい写真とともに、まさに蜃気楼のすべてがわかる本！”と謳われたこの本は、
“蜃気楼とは何か？”から、蜃気楼研究の最前線、実際に蜃気楼を見るためのアド
バイスや蜃気楼を作る実験、歴史や芸術の面から捉えた蜃気楼など、様々な角度か
ら蜃気楼を紹介しています。また、全国各地の自然が織りなす美しい蜃気楼の写真
が楽しめるのですが、その中には苫小牧沖で観測された蜃気楼についても４ページ
にわたって紹介されています。 “蜃気楼シーズン”と呼ばれる春から初夏にかけ
ての時期はもう過ぎてしまいましたが、世界初の完全ビジュアルガイドブックとい
うこの本で、一度蜃気楼に触れてみませんか？
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【速報】第１５５回芥川賞＆直木賞決定！！
去る７月１９日、第１５５回の芥川賞と直木賞が決定しました！
各５作ずつの候補の中からみごと賞を獲得したのが下記の作品になります！

芥川賞『コンビニ人間』
直木賞『海の見える理髪店』
村田 沙耶香
荻原 浩
1979年8月14日千葉県生まれ。2003年に
『授乳』で第46回群像新人文学賞優秀
作を受賞しデビュー。著作に野間文芸
新人賞を受賞した『ギンイロノウタ』
や三島由紀夫賞受賞の『しろいろの街
の、その骨の体温の』などがある。

1956年6月30日埼玉県生まれ。1997年に
『オロロ畑でつかまえて』で第10回小説
すばる新人賞を受賞しデビュー。過去に
『あの日にドライブ』や『四度目の氷河
期』など3回に渡り、直木賞の候補作に
選ばれている。今回初めて受賞。

☆どちらもご予約可能です！早めのご予約をおすすめします！☆

さわらび会創立３０周年記念講演会
「万葉の自然観ーその表現の推移－」
講師に釧路公立大学名誉教授森山弘毅先生を
お迎えして“万葉集”について学ぶ講演会となっています。
場所：中央図書館２階講堂
日時：９月３日（土）１３時半～１５時半
定員：７０名（申込不要・直接会場へ） 主催：さわらび会

バリアフリー上映会『武士の家計簿』
≪あらすじ≫代々加賀藩の御算用者である下級武士・猪山
直之は、家業のそろばんの腕を磨き出世するが、増える出費に
いつしか家計は火の車に！直之は家計立て直し計画を宣言。
妻のお駒に支えられ、家族一丸となって倹約生活を実行して
いく。（出演：堺雅人、仲間由紀恵）

日時：９月４日（日）１３：３０～１５：４０
場所：中央図書館２階講堂
定員：５０名（申込不要・直接会場へ）協力：住友商事

猫田の
つぶやき

バリアフリー上映会
とは？？
音声ガイドと字幕が付い
ている映画です。聞こえ
づらい、見えづらいと感
じている方も楽しめる上
映会となっています。
また、聴覚や視覚に障が
いのある方も楽しめる上
映となっています。

夏と言ったら、「花火」「キャンプ」「お祭り」と楽しいイベントが続く
にゃか、猫田が嫌いなものも元気になる時期だにゃん…え？猫田が嫌いなも
のがにゃにかって？…言わないにゃん。おばけが嫌いだにゃんて絶対言わな
いにゃん。…ハッ！言ってしまったにゃん。にゃー、今回のヤングアダルト
の展示が『お化物語』だからぜーったいにＹＡコーナーには近づかないにゃ
ん！！え、お姉さんニャにかにゃ？「猫田、一緒に行きましょう」ってどこ
ににゃん？え、ＹＡコーナーかにゃん？猫田、今月はＹＡコーナーへは近づ
かな…だから、やめてにゃ～！！猫田は怖いのが嫌いだにゃーーーー！！
３
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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「平和を願って」
平和祈念展示として、1階・2階では「戦争・平和」をテーマにガラス展示を行っており
ます。戦前から戦後までの生活の様子がうかがえる資料など、北海道、苫小牧の資料を
中心に戦争や平和に関する資料を集めました。ガラスケース内には、閲覧・貸出可能な
資料もございますので、詳細はスタッフまでお声をかけてください。1階は8月25日まで、
2階は9月29日まで展示しております。資料を通して平和について考えてみませんか。

検索機横展示「南米特集」
日本との時差が12時間、日本から見て“地球の裏側”といわれる南アメリカ大陸。ど
のような国々があり、どんな歴史や文化が築かれてきたのでしょうか…？魅力あふれ
る自然や古代遺跡、生活の中には、私たちが思い描いている姿とは別の「顔」がある
かもしれません。この機会に、より理解を深めるとともに、リオ・オリンピックをよ
り楽しく、より身近に感じてみませんか？

新刊棚横展示「オリンピック・パラリンピック」
2020年開催のオリンピック・パラリンピックの東京誘致成功以来、新国立競技場のデ
ザインやエンブレムの再審査、裏金疑惑、海外からは、ドーピングや開催国の治安、
経済問題等報じられ、改めてオリンピックの意義や目的、影響等考える機会になりま
した。そして8月5日いよいよ南米大陸初の、リオ・オリンピック開幕です。出場選手
と共に世界中が熱くなる17日間が始まります！

児童展示「あの夏をふりかえる/瀬田貞二生誕100年」
おじいちゃんやおばあちゃんが、まだ赤ちゃんだった頃、戦争の爪痕が町のいろんな
ところに残っていましたが、７０年以上の時が過ぎ、日本が戦争をしていた時のこと
を知る人はとても少なくなってきました。終戦記念日も近いこの時期、児童コーナー
の丸テーブルには、太平洋戦争や原爆・世界の紛争についての写真絵本やよみものを
展示しています。この機会に、平和の大切さをみなおしてみませんか？ また、図書
館入ってすぐ左手の棚では、瀬田貞二さんの生誕100周年展示をしています。「おだん
ごぱん」や「三びきのやぎのがらがらどん」など、誰もが一度は夢中になった絵本が
勢ぞろい。ぜひ手にとってみてください！

編集後記 ～THE 夏！！～
夏ですね！筆者は毎年夏になると家じゅうのカーテンを洗濯しています。晴れの日を見つ
けては洗濯機を回し、お外に干す。というのが我が家の夏の恒例行事になっています。真
夏のかんかん晴れの日には簡単に乾くものの、ちょっとかげっていたり、気温が下がって
くるとなかなかそうもいかず…気づけば秋に突入してしまう…北海道の夏は短いですね！
短い夏を満喫したいなと意気込んでおります。今年は何をしようかしら？？

図書館ミニシアター
８月７日 98分

８月１４日 32分

洋画（アメリカ）

アニメーション（日本）

『ヒロシマに一番電車が走った』

『君がいた夏』
1960年代半ば。フィラデルフィアで過ごすビリーに忘れ
られない思い出を刻んだのは、従妹のケイティーだった。
時は経ち、ケイティーが自殺したと訃報が入る。ノスタ
ルジックな青春ドラマ。主演：マーク・ハーモン

戦地に行った男性に代わり、広島の路面電車は10代の少
女たちが動かしていた。NHK広島放送局の被爆体験募集に
寄せられた手記をもとに、死と絶望の中で生き抜こうと
する健気な姿をアニメで描く。声の出演：大定純子

８月２１日 134分 洋画（アメリカ）

８月２８日 47分

『Ｘ‐メン ２』

『有頂天家族 ５』

アニメーション（日本）

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。森見登美彦の同名小説をアニメ化。狸界
の頭領が決める日がやってきた。朗報を待つ下鴨家に突
如暗雲がたちこめる。第10〜11話。声の出演：櫻井孝宏

“Ｘ－MEN”は、人類抹殺計画を企てたマグニートー一味
を牢獄に幽閉し、人間との共存で平和が訪れるかに思わ
れた。だが謎の襲撃事件やその裏に隠された巨大な陰謀
に巻き込まれていく…主演：パトリック・スチュワート

４

