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ぱ
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ぱぴるすがとうとう発行100号を迎えました！
現在は「ぱぴるす」という名称で発行している「図書館だより」ですが、以前は
「花菖蒲（花しょうぶ）」という名称でした。紙面構成もその時々に合わせてだ
いぶ違ったようです。実物は中央図書館で保存していますので、ご覧になり
たい方はお気軽にスタッフにお声かけください。
なお図書館ではこのようなリーフレットなど、いわゆる一般流通していないもの
も集めています。具体的なものとしては毎月、苫小牧市内のお店情報が載っ
ている「リアッタ」や皆様のご自宅にも届いている「広報とまこまい」などです。
そのほか、今では少し意味の変わってしまった「同人誌」も非流通物に当たりま
すので、保管の対象となります。

2017年

10
月号

このように図書館ではみなさんに本を貸出するだけでなく、一般では
なかなか手に入らない非流通物を入手し、大切に保管するなど
様々なことをおこなっています。
苫小牧市内で活動されている団体の方の作成物もぜひ、
図書館で保管させていただけたらと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
図書館クイズ①
苫小牧と姉妹都市となっている市の数はいくつでしょう？
ヒントは２階の参考郷土資料室にあるかも…

「☆図書館員の雑談日記☆」、「NDCってな～に？」「今月のボランティアさん」「新刊案内」は
記念号のため今号での掲載はありません。
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平塚らいてう講演会
『いのち・母性・自然
ー平塚らいてうのメッセージを聴く』
昨年は平塚らいてう生誕１３０年、NHKの連続テレビ小説（朝ドラ）『あさが
来た』と『とと姉ちゃん』にらいてうが登場して話題になりました。そんならいて
うのお話、聞いてみませんか？らいてうの家館長をされている米田佐代子
さんを講師にお迎えしての講演です。
日時：１０月１５日（日）１０時～
場所：中央図書館２階講堂
対象：一般 定員：７０名 申込：９月１５日より受付中
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。

えがしらみちこさん絵本原画展
絵本作家のえがしらみちこさんの原画展をおこないます。
来月の１９日１１時からは原画展開催を記念しておはなし会とサイン会が開
催予定です！えがしらさんの素敵な世界をぜひ直接ご覧になってください！

日時：１０月２８日（土）～１１月１９日（日） （おはなし会の詳細は来月号にて）
場所：中央図書館１階カウンター前
申込不要・直接会場へ
お問い合わせは中央図書館カウンターまたはお電話（３５-０５１１）まで。

おはなし玉手箱「不思議の世界へ」
図書館内外で読みきかせの活動をされている各団体が一堂に会して、大人に向けた
読みきかせを行います。読みきかせは子どものものだと思ってる方も多いかもしれません
が、そんなことはありません。大人でも楽しめる本、そして大人でも楽しめるお話をご用意し
てお待ちしております！
日時：１１月１日（水） １０時～
場所：中央図書館２階講堂
対象：一般 定員：７０名
申込不要・直接会場へ
お問い合わせは中央図書館カウンターまたはお電話（３５-０５１１）まで。
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ガラス展示「くまのがっこう 15周年」
くまの女の子ジャッキーとそのお兄ちゃんたちのお話「くまのがっこう」シリーズは刊行以来、世界中
の女の子を魅了し続けています。今回、15周年を記念して「くまのがっこう」シリーズの展示を行い
ます。一生懸命に生きる子ぐまたちののびやかな姿と、日々の生活が愛おしくなるような幸福感に
あふれた物語をどうぞご堪能ください。今回、「くまのがっこう」シリーズ以外も、作家のあいはらひろ
ゆきさん・あだちなみさんのお２人がが携わった絵本をご用意しました。どうぞお楽しみください！
『くまのがっこう』２００２年8月あだち なみ／絵，あいはら ひろゆき／文 ブロンズ新社 Ｅク→

新刊棚横展示「暗黒の月曜日より３０年」
ニューヨーク証券取引所：通称ビッグボードは丁度100年前に組織化されました。史上最大規
模の世界的株価の大暴落事件【ブラック・マンデー】は30年前の1987.10.19におきました。株と
かデイトレードとかインサイダー取引とか…なにかと耳にしますが、説明難しい…。経済用語を
自分の言葉で説明出来るようになると世界が広がります！この機会に学んでみませんか？
←『面白いほどよくわかる株式投資』 鈴木 治／監修 日本文芸社 2007年3月 338.1 オ

OPAC横展示「あなたの目 健康ですか？」
10月10日は「目の愛護デー」です。10月10日と言えば以前は「体育の日」でしたね。その陰に
隠れてあまり認知されていない「目の愛護デー」ですが、その歴史は90年近く遡ります。1931年
失明予防のための運動としての「視力保存デー」から始まり、1947年に現在の「目の愛護
デー」となりました。近年、パソコンやスマートフォンの普及で疲れ目やドライアイを訴える人が増
えていますが、それらも立派な目の病気の一つです。あまり過信せずあなたの目を労わりましょう
『目が良くなる10の眼トレ』2015年2月 ぴあ 平松 類・菊地 琢也・蒲山 順吉 496.4 メ→

児童展示「スポーツの秋！」
秋と言えば、読書の秋、食欲の秋、芸術の秋、様々な秋ありますが、今回はスポーツの秋特
集です！暑くもなく、寒くもない、、、体を動かすのにぴったりの季節ですよね！最近注目のあ
のスポーツのルールブックや、有名なスポーツ選手のお話から絵本、読み物まで、読み終わ
ると体を動かしたくなることまちがいなしのお話が勢ぞろいです。本を読んで、体を動かして、お
腹が空いたらおいしいごはんをたくさん食べて、秋を満喫してくださいね♪
←『ボールなげ』 2015年9月 西薗 一也／監修，安藤 尚美／絵 あかね書房 E ウ

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊
１０月１日 １１４分 洋画（フランス）
『大いなる幻影』

１０月８日 ２０分 アニメーション（日本）
『ジャッキーのおたんじょうび』

第一次大戦時、マレシャル中尉とボワルデュー大尉はドイ
ツ軍捕虜となる。マレシャルは貴族出のボワルデューや他
の捕虜たちとも打ち解けられず…。ジャン・ギャバン／主演

やさしいおにいちゃんぐま11ぴきと、いたずらできかんぼうな
女の子ジャッキーが繰り広げる、なんでもないけれどあった
かい1日。表題作ほか一編を収録。田中 美里／語り

１０月１５日 １２０分 洋画（アメリカ）
『バードマン』

１０月２２日 ８６分 アニメーション（アメリカ）
『オープン・シーズン』

スーパーヒーロー“バードマン”役でスターになったリーガ
ンは、その後ヒット作も無く失意の日々を送っていた。再起
を懸けた挑戦が始まる。マイケル・キートン／出演

１０月２９日
１２４分 洋画（アメリカ）
『デイ・アフター・トゥモロー』

ペットのブーグは母親代わりのベスが大好きな甘えん坊
の熊。ある日、ハンターに捕まったお調子者の鹿、エリ
オットと出会い…石塚英彦／声の出演

地球温暖化によって、南極大陸の棚氷が融け始めた。棚氷の調査中にその
光景を見た気象学者のジャック・ホールは、温暖化によって極地などの氷が融
解して真水が海へと供給されることで、将来的に氷河期を引き起こす可能性を
考え、政府に危機を訴えたが相手にされず…デニス・クエイド／出演

図書館クイズ③
中央図書館にある雑誌『CRUISE』にかかっているカバーに書かれている番号は？
ヒント：雑誌は中央図書館１階にあります
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…よみきかせ
（苫小牧こどもの本の会）
１５日 1４時～
…よみきかせ（にじのはし）
７日１１時～／２１日１１・１４時～
…ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）
１４日 １４時～

…赤ちゃんとたのしむ
はじめてのえほん広場
２０日 １０時半～
…平塚らいてう講演会
１５日 １０時～
…よみきかせ（図書館スタッフ）
１日 １４時～
…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

平成29年10月号にて図書館報「ぱぴるす」が100号を迎えました。
これだけ長い期間、「ぱぴるす」を発行できたのも、図書館を利用して下さ
る皆様、ぱぴるすを毎号楽しみにして下さっている皆様の応援あってこそだ
と思います。改めて御礼申し上げます。
図書館報は、図書館から利用して下さる皆様への手紙のようなものだと
思っています。毎月毎月、図書館の取り組みをお知らせし、「こんなことを
図書館は考えています」「図書館にぜひ足をお運びください」と綴る手紙
です。その中で一つでも皆様に「読んでよかった！」と思っていただける記
事を見つけて頂けるよう、スタッフ一同精進してまいります。
ご覧いただいた皆様からご要望やご意見等頂くことで、「ぱぴるす」が図
書館と皆様のコミュニケーションツールのひとつとなれば幸いです。今後
とも図書館報「ぱぴるす」をどうぞよろしくお願いします。

ぱぴるす100号、いかがだったでしょうか？
各ページに散らばっている「図書館クイズ」の答えですが、
中央図書館のカウンターでお答え頂きますと、
全問正解の方にはプレゼントを差し上げます。
皆様のご参加、お待ちしております！
※クイズの回答は次号に掲載予定です。
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ミニシアターの
詳細は
３ページに、
イベントの詳細
は２ページに
載っております。
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