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英語deおはなし会
「英語でおはなし、きいてみよう！」
ＡＬＴ（外国語指導助手）のアーサー・ウォーリナーさんをお迎えして、英語による
おはなし会を行います。日本語でも同じ絵本の読み聞かせを行うので、英語の
苦手な方でも大丈夫！お気軽にご参加ください！
日時：１１月１２日（日）１３時半～
対象：幼児から小学生とその保護者
場所：中央図書館２階講堂
事前申し込み不要・直接会場へ
お問い合わせは中央図書館（お電話：３５－０５１１）まで。

えがしらみちこさんよみきかせ
現在好評開催中のえがしらみちこさん原画展「いろいろおてがみ」に合わせ
て、作者のえがしらさんご本人による読み聞かせ会を開催します。作品につ
いてもお話しいただく予定ですので、ぜひご参加ください！
日時：１１月１９日（日）１１時～１１時半
場所：中央図書館２階 講堂
申込：絶賛申込受付中
定員：５０名（先着順）
※当日、作品をご購入いただいた方はサイン会にご参加いただけます。
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。

図書館文化セミナー

近世 民衆歌謡の生命力
ー「北海道」古謡・白秋らへの影響ー
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移動しました。

毎年ご好評をいただいている、釧路公立大学名誉教授 森山弘毅（もりやま こうき）氏によ
る古典文学の講座です。今回は「古典を楽しむ ２０周年記念」ということで、「『北海道』古
謡」についてお話しいただきます。ぜひご参加ください。
日時：１２月９日（土）１３時半～１６時
場所：中央図書館２階 講堂
申込：１１月１日（水）～
定員：７０名（先着順）
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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ガラス展示「アーサー・ランサム没後50年」
今年2017年はイギリスの児童文学作家 アーサー・ランサムの没後５０年目にあたります。『ツバメ
号とアマゾン号』シリーズをはじめ、著作や自身が収集・編纂したロシア民謡、創作の原点となっ
たイギリス湖水地方に関する資料などを集めました。
『ツバメ号とアマゾン号』岩波書店 1979年 アーサー・ランサム／作 93 ｱ→

新刊棚横展示「坂本龍馬没後１５０年」
今年は坂本龍馬が亡くなって１５０年です。土佐で生まれ、京都の近江屋で３３歳で暗殺される
まで、立場の違ういろいろな人達と出会い、影響を与え、亡くなってからも多くの人たちに親しま
れています。生前、龍馬は北海道の開拓のために移住を考えていたそうです。その志を継いで
子孫の方たちは北海道へ移住しました。この機会に龍馬について学んでみませんか？ぜひ手
に取ってご覧ください。
←『坂本龍馬ー没後150年を前にもっと知りたい龍馬の素顔』 洋泉社 2016年6月 289.1 ｻ

検索機横展示「古典に夢中！」
食欲の秋も良いですが、読書の秋ということで、古典にチャレンジしてみてはいかがでしょう
か？「万葉集」や「源氏物語」など、古来より日本には素晴らしい作品がたくさんあります。
海外文学の古典も、一緒に展示しております。秋の夜長に、１冊いかがでしょうか？
なお、１１月１日は【古典の日】です。源氏物語を確認できる最も古い日付が平安時代
の１００８年１１月１日だったことから正式に記念日となりました。
『日本の古典をよむ ９』小学館 2008年1月 紫式部／著 918 ﾆ 9→

児童展示「はたらくひとたち」
私たちの日常生活は、24時間誰かが働いてくれているおかげで、成り立っています。11月
23日は勤労感謝の日。実りに感謝し、労働に感謝し、お互いを労う国民の祝日です。大
人になったら何になりたかった？今の仕事楽しく働けてる？遊んで暮らしたいと思う？やり
たい事で食べていけるかな？仕事って大変？大人って大変？働くひとたちの本を集めて
みました。ぜひ読んでみてください。働くって最高！人のために働くって最高なんです。家
の仕事も外の仕事も「ありがとう」を忘れずに。
←『わたしは映画監督ヤング・シャーロット』西村書店 2016年6月
フランク・ビバ／作，まえじま みちこ／訳 E ﾜ

YA展示「女の子は何でできているの？」
それはね…お砂糖にスパイスに、素敵なものぜんぶ！！そんな女の子が主人公の本を集めま
した☆一緒に泣いて、笑って、ドキドキ・ワクワクすること間違いなし♪ぜひご覧ください！
『まれ 上・下』NHK出版 2015年3月･8月 篠崎 絵里子/作,田渕 高志/ノベライズ F ﾏ→

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊

図書館ミニシアター

11月12日

11月5日 97分 洋画（イギリス）
『ブリジット・ジョーンズの日記』

英語deおはなし会
「英語でおはなし、きいてみよう！」
のためお休み

出版社勤務のブリジットは正月のパーティーでバツイチ弁
護士マークに会うが、悪口を言われめげる。性格を直す
ために日記をつけ始め…レネー・ゼルウィガー／出演

11月19日 131分 邦画
『おくりびと』

11月26日 83分 アニメーション
『森のリトルギャング』

遺体を棺に納める「納棺」する会社に就職した大悟。戸
惑いながら、見習い納棺師として働き始めるが、そこには
さまざまな境遇のお別れがあった…本木 雅弘/主演

イタズラ好きのアライグマRJはみんなを誘惑し、森のリトル・
ギャングの人間の食べ物横取り作戦が始まる。だが人間
が動物退治を企み…ブルース・ウィリス/声の出演
２

平成29年11月1日

苫小牧市立中央図書館報

Vol.101

☆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。１０回目は「電子情報
サロン室」について。
情報サロン…中央図書館２階にあるこちらの部屋では、パソコン３台、タブレット５台を使っ
て室内、館内でインターネットの閲覧ができます。図書館利用カードをお持ちであれば面倒
な手続きは不要！受付カウンターにてカードをご提示いただき、
パソコン（もしくはタブレット）の使用希望をお伝えいただけますと、
１時間使用することができます。
パソコン持ち込みの方の席もご用意してますので、持参されたパソコン・
タブレットのご利用が可能です。また、図書館所蔵のDVDやビデオの視聴、
電子図書館の閲覧もできますのでぜひ一度足をお運びください！

しんかんあんない

今月の
ボランティアさん④

『ボタニカム―ようこそ、
植物の博物館へ』

～フロアワークボランティア

キャシー・ウィリス／著，
ケイティ・スコット／絵、汐文社 47 ホ

伊東さん、佐々木さん、林さん
今回はフロアワークボランティア歴３年の
伊東さん、佐々木さん、林さんにお伺いしま
した。フロアワークボランティアとしては週に１
回程度活動をされています。主に配架と書
架整理をメインで作業していただいてますが、
以前は本のフィルムコート掛け作業や、本
の乾拭き作業などもしていただいていました。
図書館にあまり来たことがない方でも、現
在では図書館の本の並びや場所などが
わかるようになったとお話されてました。色ん
な方の手に渡って
いくのが図書館の
本の魅力です。
ボランティアの方を
含め多くの方に
色々な本を手に
取っていただきた
いなと思います。

是非、この美しさに触れてください。まるで、
古い修道院図書室に保管されている植物
図鑑のよう。美しく精緻な細密画が並んで
います。
『ボタニカム』は植物の博物館。博物館
の中に入るとそこには７つの展示室。展示
室にはそれぞれテーマがあり、進化の過程、
人類と関わってきた歴史、極限環境で生き
る植物などが紹介されています。季節にも
時間にもとらわれない貴方だけの庭を巡っ
てみてください。貴方の審美眼にかないまし
たら、次はぜひご友人やお子様と一緒に、
世界中の木や花を眺めながら「植物とは
いったい何者なのか」という謎の答えを探し
てみてはいかがでしょうか？
天空で生活する植物、世界一大きな木、
世界一くさい植物、肉食の植物などお子さ
んがワクワクするようなトピックも多数ご用意
しております。写真や動画で見る図鑑との
違いを堪能いただきたい特別な一冊です。
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日

１ ２ ３ ４ ５
６ ７ ８ ９ 10 11 12
休館日

13 14 15 16 17 18 19
休館日

20 21 22 23 24 25 26
館内整理
休館日

休館日

27 28 29 30
休館日

【開館時間】
9：30～20：00

…おはなし玉手箱
１日 １０時～
…よみきかせ（図書館スタッフ）
５日 １４時～
…よみきかせ（にじのはし）
11日11時～／25日11・14時～
…英語 de おはなし会
１２日 １３時半～
…赤ちゃんとたのしむ
はじめてのえほん広場
１７日 １０時半～
…ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）
１８日 １４時～
…えがしらみちこさんおはなし会
１９日 １１時～
…よみきかせ
（苫小牧こどもの本の会）
１９日 1４時～
…ナイトミニシアター
２２日 １７時４５分～
…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

ぱぴるす100号図書館クイズ 答え合わせ
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？

①日光市、ネーピア市、八王子市なので３市
（友好都市としては秦皇島市があります。）

ミニシアターの詳
細は２ページに、
イベントの詳細は
１ページに載ってお
ります。

②苫小牧と姉妹都市となっている市でニュージーランドにある市は何
という名前でしょう？

②ネーピア市
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

③２３７番。こちらは港管理組合さんよりいただいている雑誌です。

編集後記
カラー印刷を経てのぱぴるす101号。いかがだったでしょうか？
１１月は10/27～11/9までの読書週間を迎え、図書館でも様々なイ
ベントを開催します。また新しいイベントとして、11/22よりナイトミニシア
ターを始めます。平日夜間の開催ですので、お仕事の後、リフレッ
シュをしに図書館へいらっしゃいませんか？夜、２０時まで開館してい
ます。秋の夜長、図書館でお待ちしています。 ４
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