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中央図書館月間カレンダー９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
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♫10：00
真珠まりこさんを
もっと知ろう！
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♫13：30
さわらび会講演会

●バリアフリー
上映会
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☆11：00
よみきかせ会

○ミニシアター
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♫10：30
赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば

◆14：00
ストーリーテリング

♫11：00
大人のための
よみかたり
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よみきかせ会
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絵本は心の
アンチエイジング
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よみきかせ会
●ミニシアター
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館内整理休館日

休館日

【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
９月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」の募集は９月１日～８日まで受け付けております。

＊絵本は心のアンチエイジング＊
絵本には身も心もリフレッシュしてくれる不思議な力があります。お孫さんと、
ご家族と、そしてご自身のために…様々な楽しみ方で絵本に触れてみませんか？
講師には墨谷真澄さんをお迎えします。皆様のご参加お待ちしております。
日 時：９/２４（土）１０:３０～
場 所：中央図書館２階講堂
申 込：９/１より受付開始（定員３０名）先着順 参加無料
中央図書館カウンターまたはお電話（☎０１４４-３５-０５１１）で受付
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『ときめくヤマノボリ図鑑』

池田 菜津美／文
西田 省三／写真
山と溪谷社 786.1 ﾄ

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨として、８月１１日が
「山の日」と定められ、今年初めて施行されました。皆さんはどの様に過ごされま
したか？この日、初めて山登りにチャレンジされた方もいらっしゃるかと思います。
近年の登山ブームにますます拍車がかかりそうですね。本書は、春夏秋冬、四季
折々に変化する日本の山の美しさ、山で出逢える可愛い動物たち、岩間にひっそり
と咲く可憐な高山植物、山上に広がる絶景…等、美しい写真がおさめられています。
また「やまのすてきカタログ」として紹介する他、山に関する雑学や登山の楽しみ
方など、山の魅力がたくさんに語られている、１２５頁２１㎝の小さな図鑑です。
山をこよなく愛する著者の、「ヤマノボリのトキメキ」が伝わってくる一冊です。
どうぞお手に取ってご覧ください。

『レイさんといた夏』

安田夏菜／作・絵
講談社 913 ﾚ

読み終わった瞬間、この本を中学生だった時に読めたらどんなに良かっただろうと感
じました。騙されたと思って読んでみてください。誰かと共有する本というより、自
分一人でかみ締めたくなる、そんな１冊です。東京から兵庫県西宮市に転校した莉緒
は、汚部屋にこもりっきりの夏休みを過ごしていました。気持ちは沈み込んでいるし、
ずっとこの空間の中で過ごしていたい…夏休みなんか終わらなきゃ良いのに…そんな
莉緒の前にヤンキー少女の幽霊、レイさんが現れました！レイさんは記憶喪失。幽霊
は、自分自身を思い出さなきゃ成仏できないといいます。なぜかレイさんの姿を見る
ことのできる莉緒は、レイさんを成仏させるため、嫌々身元探しを手伝わされること
に…。レイさんは無事に成仏できるのか？なぜ莉緒はレイさんを見ることができるの
か？気になった人は、どうか最初のページを開いて二人の行方を見守ってほしいです。

『飛べない白鳥ハク』

泊 和幸／写真，北野 涼／文
彩流社 488.6 ﾄ

「飛べない鳥」と聞いたとき、私は真っ先にペンギンが思い浮かびました。今回は
ペンギンではなく、飛べないのは白鳥。右の羽が折れていることが原因だそうです。
この白鳥、撮影者によって「ハク（白鳥だからハクとのこと）」名付けられます。
飛べる鳥は外敵が来ても、飛ぶことによって逃げることができますが、ハクは飛べ
ないため走って逃げなければなりません。そのために、安全な場所を求めて一か所
に留まらず、転々と拠点を変えて生きています。そんなハクの日常を追い続けた写
真集です。北海道の遠別町にいたハクは最終的に保護されて別の地へと向かいます。
向かった先を、ぜひ皆さんの目で確かめてみてください。
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真珠まりこさん講演会「もったいないばあさんのおはなし会」
しんじゅ

絵本作家・真珠まりこさんをお招きし、絵本の製作や『もったいな
いばあさん』誕生秘話についてなどお話していただきます。真珠さ
んご本人による読み聞かせもあります！
日時：１０/１６（日）１３：００会場/１３：３０開演
場所：中央図書館２階講堂
申込：９/２０（火）より（定員７０名、先着順）
中央図書館カウンターまたはお電話（☎０１４４-３５-０５１１）で受付

あおぞらこども図書館が終わりました！
去る８/４、晴天のもとあおぞらこども図書館が開館しました。
５つのブースに分かれて、それぞれをテーマにした
読みきかせ等が行われました。真夏の太陽が照りつける中、木
木陰に集まり真剣にお話を聞く子ども達…午前中だけの開催
でしたが前年を大きく上回る方がいらっしゃいました。

北海道武蔵女子短期大学より実習生さんが来ました！
８/１６～８/２３の７日間、北海道武蔵女子短期大学より１名の実習生さんが来まし
た！カウンターや配架、書架整理をはじめとする図書館の業務をしてもらいました。
せっかくなので感想を一言！
私は図書館司書の資格を取得するため、７日間苫小牧市立中央図書館で実
習をさせて頂きました。実習では実際に利用者の方々と関わることができ
ただけではなく、座学では知ることのできなかったことを沢山学ばせて頂
きました。至らない点が多く様々な人々にご迷惑をおかけしましたが、と
ても良い経験ができました。この経験を活かし、今後も精進してまいりま
す。この度は本当にお世話になりました。ありがとうございます。

実習お疲れ様でした！未来の司書さん、楽しみですね！！

編集後記がわりとして～秋の夜長に…？～
９月の別名は長月。筆者は９月になるたび小学校の集会で校長先生が「９月はだんだん夜が長くなるか
ら長月という」という内容のお話を思い出します。その数年後、校長先生の言葉を思い出して「じゃあ
他の月は何と言うのだろう？」と気になり他の月の別名も調べました。英語で言えば｢September」一択
ですが、日本語だと何通りか読み方がありますね。呼び方が多くてめんどくさいと思う方もいるかもし
れませんが、これも一つの日本の良さと考え、楽しんでみるのもいかがでしょうか？

猫田の
つぶやき

図書館に来る学生さんはテスト勉強が大変みたいにゃけど、猫田は学校行っ
てないから、テストなんて関係ないにゃ。でも、ここの図書館にある本をた
くさん読んだから、テストがあってもへっちゃらにゃ。お姉さんも今度テス
トがあるのかにゃん？「お姉さんはないけど、これからテストがある中学生
や高校生に向けてテストや勉強の本を展示するのよ」ってお姉さんも大変だ
にゃ～。猫田、こう見えても勉強は出来るにゃん！えっへん！展示をするな
ら猫田がオススメの本も展示するかにゃ？猫田自ら紹介文を書くにゃん！え、
いらないって…残念にゃ。またの機会に猫田の文才は取っておくにゃん…
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「真珠まりこさん特集」
中央図書館１階ガラス展示では、１０月１６日(日)に行われる絵本作家『真珠まりこ』
さんの講演会に合わせまして、真珠さんの作品を展示しております。『もったいないば
あさん』や『おべんとうバス』など、幅広い年代に愛されている作品がたっくさん！！
講演会の前に、ぜひとも触れてみてはいかがでしょうか？どうぞお立ち寄り下さい。

検索機横展示「没後２０年 司馬遼太郎の世界」
独自の歴史観を持ち数多くの歴史小説、「街道をゆく」などのエッセイを発表した司
馬遼太郎。膨大な資料に基づいた歴史小説は、映像化されたものも多く、私たちがイ
メージしている歴史上の人物に影響を与えていると言われています。彼が伝えたかっ
た事―戦車兵として終戦を迎え「日本という国を大切につくり続けてきた日本人たち
を書き続けることにしよう」という思い。もし生きていたらこの時代、今の日本をど
う思いどう書くのでしょう。没後20年。司馬遼太郎の世界を旅してみませんか？

新刊棚横展示「いろんなくにぐに」
オリンピックも終わり、落ち着いてきたころでしょうか？さすがに１２時間も時差が
あるとリアルタイムで観戦された方は少ない…かと思いきやそうではないようですね。
まだ寝不足を引きずっている人もいらっしゃるかも？そんな方にはオリンピックに参
加した国々について改めて知ってみるのはいかがでしょうか？もうすぐあるアメリカ
大統領選の関連書籍も集めましたのであわせてどうぞ！

児童カウンター前テーブル展示「おなかのすいてくるおはなし」
８月があっという間に終わってしまってもう９月になりましたね。９月と言えば？そ
う！秋ですね！秋と言えばみなさんはなにを思いつきますか？スポーツ、芸術、読書
…いろいろありますが、そう！やっぱり食欲の秋ですよね！今月は読んでいるとなん
だかとってもおなかが空いてくるおいしそうなお話を集めました。和食、洋食、中華、
デザート…みなさんが一番好きな食べ物はなんですか？もしかしたら自分の大好きな
食べ物がでてくるお話があるかも…！？児童カウンター横の丸テーブルにたくさん置
いてあるので好き嫌いせずに、ぜひいろいろな本を手に取ってみてください！

児童入口展示「夜のおはなし」
ねえ、夕ぐれがまちの色をかえて、みんながおふとんに入ったあと、夜の世界はどん
なふうだか見てみたくない？こわいおばけがたくさんいるの？小人がせっせとはたら
いてるの？動物たちとお話ができちゃうの？ふしぎなふしぎな夜のお話を児童コー
ナー入口に展示しています。夜の世界のひみつをこっそりのぞきに来てみてください。
大人向けの絵本もありますので、秋の夜長に家族で優しい時間をお過ごしください。

図書館ミニシアター
９月４日

９月１１日 35分

129分 邦画（バリアフリー上映会）

アニメーション（日本）

『ミッフィーのおじいさまとおばあさま』

『武士の家計簿』（上映協力：住友商事）
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、増える出費で家計
は火の車に！直之は家計立て直し計画を宣言。妻のお駒
と家族一丸となって倹約生活を実行する。主演：堺雅人

ミッフィーちゃんはパパとママと遊園地へ。ブランコに
のったり、鉄棒、木登り、すべり台…と、楽しい一日を
過ごします。「ミッフィーとゆうえんち」ほか、全8話収
録。声の出演：長沢彩

９月１８日 132分 洋画（アメリカ）

９月２５日 47分

『Ｘ－メン ファースト・ジェネレーション』

『有頂天家族 ６』

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。海星
から家族の危機を知らされた矢四郎は、蛙となった兄・
矢二郎の元へ向かう。第12〜13話。声の出演：櫻井孝宏

テレパシー能力をもつチャールズは、自分と同じ特殊能
力を持つ者の存在に気づき、金属を自在に操るエリック
と出会う。友情を深めた2人は、世界征服を企む元ナチス
の科学者と対峙するが…主演：ジェームズ・マカヴォイ
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