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ぱ
子ども俳句教室
自分で見て、感じた景色を５・７・５に表してみませんか？
実際に公園内を散策し、感じたことや見たものを俳句にしていただきます。
苫小牧俳句協会の方を講師としてお招きしているので初めての方でも大丈夫！
お気軽にご参加ください。
日時：７月２９日（土）９時半～１２時
場所：中央図書館２階 講堂
申込： ７月４日（火）～
定員：１５名（先着順）
対象：小学生
持ち物：えんぴつ・消しゴム
お申し込みは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）にて。
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「和綴じをやってみよう！初級編」
針と糸を使い、和綴じにチャレンジ！
図書館の資料保存で使用している簡単な製本方法で
オリジナルのメモ帳をつくります。
また、製本に関する本の紹介や郷土資料保存で
なぜ製本が必要なのかについて知ってもらいます。
日時：７月２９日（土）１３時半～１５時
場所：中央図書館２階 講堂
申込：７月４日（火）～
定員：１５名（先着順）
対象：小学校３年生以上（小学生以下は保護者同伴）
お申し込みは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）にて。
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図書館
カレンダーは
４ページに
移動しました。

朗読とギターの夕べ
静かな夜の始まりに、美しいギターの音色と優しい朗読はいかがですか？
ギター演奏に竹形貴之さんを、朗読にびーどろさんをお迎えしてのイベントとなります。
演奏予定曲：『アルハンブラの思い出』他
日時：７月２９日（土）１８時～
場所：サンガーデン１階 池ステージ
事前申込不要、直接会場へ
お問い合わせは中央図書館（お電話：３５-０５１１）まで。
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ガラス展示「だるまちゃん50周年」
『だるまちゃんとてんぐちゃん』が刊行されてから５０周年を迎えたことを記念して、今月はかこ
さとしさんのだるまちゃんシリーズの展示を行います。だるまちゃんシリーズといえば、だるま
ちゃんとお友達が繰り広げる遊びの世界がとっても魅力的。自分たちでいろいろな工夫を
こらして遊びの世界に没頭するだるまちゃんはまさにちいさな子どもたちそのものです。今回、
だるまちゃん作品以外にも、かこさとしさんの本をたくさんご用意しました。こちらはガラス展示
後ろのテーブルに展示にしております。かこさんの作品世界をどうぞお楽しみください！
『だるまちゃんとてんぐちゃん』福音館書店 1967年11月 加古 里子／さく・え Ｅ ﾀ→

新刊棚横展示「クラシック特集」
今年はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベン（Ludwig van Beethoven）の没後190年にあたります。ベー
トーベンは古典派からロマン派へ変わっていく時代に活躍し、「運命」や「交響曲第九番」など
現代でも多くの場面で使用される名曲を遺しています。今回はベートーベンや彼に影響を与え
た音楽家についてなど、クラシックについての本を集めました。合わせて今月末に行われるパシ
フィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）で演奏される作曲家についての本も幾つか集めました。
新刊棚横で展示していますのでぜひご覧ください
←『折々のクラシック』 河出書房新社 2008年11月 近藤 憲一／著 760.8ｵ

検索機横展示「体のストレッチ」
体をのば～すと、コリもとれ、こころスッキリ、調子がよくなったり疲れにくくなったりと良いことづく
め！軽い運動にもなり、本気で行うと体がぽかぽか、代謝もよくなります。「普段運動しない」
「体が固い」という方も大丈夫！ご自宅・ご自分のペースで無理なく始められます。「三日坊
主で…」という方も、できる時・やる気になった時だけでも行うとその後の体への効果は全然違
います！！ぜひ貴方にぴったりの一冊を見つけて下さい！
『体を芯からやわらげる 健康ストレッチ』永岡書店 2011年11月 森 俊憲/著 781.4 ｶ→

児童展示「おてがみです」
ＳＮＳやメールが主流となっても誰かからある日お便りが届くと嬉しいものです。誰かを思って手
紙を書く時間も楽しいものです。７月２３日のふみの日 にちなみ「手紙」がでてくる読み物を集
めました。直接言えないことを大切な人に伝える手紙。遠くにいて会えないあの人へ送る手紙。
返事が来ないかなぁと待っている主人公と一緒に郵便受けをのぞいてみませんか？
←『まっていたてがみ』光村教育図書 セルジオ・ルッツィア／作 2015年1月 Ｅ ﾏ

ヤングアダルト展示「夏だ！青春だ！スポーツだ！」
北海道の短い夏がやってきました！夏と言えば学生さんにとっては青春真っ只中！青春と言
えば汗飛び散る『スポーツ』の夏！です。（文化系の方もいるかと思いますがそちらは別の機
会に…）今回はスポーツのテーマの本を集めてみました。スポーツする人も、しない人も自分
がスポーツをした気になって読んでみてください。
『さいとう市立さいとう高校野球部』講談社 2013年8月 あさのあつこ／著 F ｱ→

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊
７月９日 103分 アニメーション
『メアリーと秘密の王国』

７月２日 135分 洋画（アメリカ）
『ビューティフルマインド』

メアリーは森に住む“小さな人たち”と出会ったことで体
が小さくなる。さらに彼らの王国の女王から森の未来を
託されて…感動の冒険物語。高垣 彩陽/声の出演

数学者のジョンは、天才ゆえに国際的な諜報活動に巻
き込まれる。そんなジョンを待っていたのは、衝撃の真実
だった…。勇気と情熱の感動作。ラッセル・クロウ/出演

７月１６日 115分 洋画（アメリカ）
『LIFE！』

７月２３日 87分 パペットアニメーション
『劇場版ムーミン』

「LIFE」誌に勤めるウォルターは変わりばえのない日々を
送っていた。最終号の表紙写真のため、一大決心をし
てカメラマンを探す旅に出る。クリステン・ウィグ／主演

ムーミン谷のある日、突然の火山噴火で谷は大洪水に
巻き込まれます。ムーミン一家は流されてしまい…。ムーミ
ン一家と仲間達の夏の大冒険。野島 健児/声の出演
２

平成29年7月1日

苫小牧市立中央図書館報

Vol.97

☆図書館員の雑談日記☆
図書館の裏側や豆知識やあれやこれや…を紹介する雑談日記。４回目は「苫小牧アート
フェスティバル」について。
７月の最終土曜・日曜に行われているアートフェスティバル。今年は２９日・３０日に開催さ
れます。出光カルチャーパーク一帯を使ったこのイベント。近年は残念ながらあまり天候に
恵まれず…サンガーデンや図書館内での開催となっています。今年は元気な太陽のもと、
開催できるのでしょうか？今年は「デカイヒト」という作品が会場内に
出没します！「デカイヒトってなあに？」と思ったそこの
あなた！！残念ながら読んで字の如くの「デカイヒト」
としか申し上げられません。ぜひ、ご来館いただきその
大きさを体感していただけたらと思います。また、例年
通り本のばくりっこ市や朗読とギターの夕べ等も
ございます。イベントによっては申し込みが必要な
ものもございますので、詳しくは１ページ目と
３ページ目をご覧いただくか、中央図書館
までお問い合わせください。

本のばくりっこ市

新刊案内

やってきました！本のばくりっこ市！
お持ちいただいた本を会場にある本とばくりっ
こ、つまり交換することができます！
ちなみにこの「ばくる」ということば、ご存知の方
も多いかと思いますが、北海道の方言です。
今回も約４０００冊の本を
ご用意してお待ちして
おります。図書館で
本を探すのとはまた
違った本が見つ
かるかも…？ぜひ
お越しください！

『ホーンテッド・キャンパス 11』
角川ホラー文庫 櫛木 理宇／著
BF ク
今回は最近読んで面白かったシリーズを
オススメしようと思います。『ホラー？苦手な
のだけど…』という人でも大丈夫！レーベル
こそ角川ホラー文庫ですが、半分はラブコ
メで構成されていますのでご安心ください。
主人公の八神森司はいわゆる霊感体質、
でも幽霊とか恐怖体験は大の苦手。にも
かかわらず片想相手のヒロイン・こよみちゃ
んのために大学のオカルト研究会に所属す
る羽目に。とてもじれったく進展しない二人
の関係に思わずニヤニヤしてしまうこと間違
いなし！
こちらのシリーズですが、移動図書館車に
置いてある本になりますので興味のわいた
方はお気軽にお声かけください。

日時：７月３０日（日）１０時～１４時
場所：中央図書館２階 講堂
申込不要・直接会場へ
お１人様１５冊まででお願いします。
百科事典はお受けできません。
問い合わせは中央図書館（☎３５-０５１１）へ
今回はアートフェスティバル特集のため、
連載コーナーをお休みさせていただきます。
３
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…ミニシアター
毎週日曜１３時半～ ２階講堂
入場無料 申込不要

【開館時間】
9：30～20：00
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イベント予定
…よみきかせ（図書館スタッフ）
…よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）
２日 １４時～
１６日 1４時～
…よみきかせ（にじのはし）
ミニシアターの詳細は
８日１１時～／２２日１１・１４時～
…ストーリーテリング（おはなしオルゴール） ２ページに、
イベントの詳細は１ペー
１５日 １４時～
ジに載っております。
…赤ちゃんとたのしむはじめてのえほん広場
２１日 １０時半～（申込：１日～８日）
…苫小牧アートフェスティバル２０１７
２９・３０日 終日（詳細は１ページ目をご覧ください）

編集後記
早くも７月になりました！７月と言えば、海、花火、夏休み、宿題…な
どありますが、図書館スタッフとしてはやはり「アートフェスティバル」は
はずせません！そして今年は７月８日、９日には「ご当地キャラふれん
どフェスティバル in とまこまい」も開催されます。人気ものがいっぱ
い登場します！北海道の短い夏を一緒に楽しみましょう♪
４
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