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クリスマス☆おはなし会 

みなさんの大好きなぬいぐるみを図書館でおとまりさせてみませんか？ 
夜の図書館を冒険するぬいぐるみたちの姿を写真撮影し、ミニアルバムにてプレ
ゼントいたします。参加して頂いた方には、クリスマス☆おはなし会にご招待いた
します。※おとまり会のみの参加はお断りしています。ご了承ください。 

クリスマス☆ぬいぐるみおとまり会 

図書館 
カレンダーは 
４ページに 
移動しました。 

対象者：乳幼児から小学校６年生まで 
定員：２０名（初参加の方優先） 
申込期間：１２月１日（金）～１２月１０日（日） 
応募多数の場合は先着順ではなく抽選となります。 
抽選の結果は１２月１２日（火）に当選者のみご連絡させて頂きます。 
お申込みは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）にて。 

日時：１２月２４日（日）１１時～１２時 
場所：中央図書館２階 研修室 
申込不要・直接会場へ     
定員：５０名（先着順） 
お問い合わせは中央図書館（お電話：３５－０５１１）まで。 

クリスマスのおはなしを聞いたり、クリスマスソングを歌って、 
楽しい時間を過ごしませんか？ 
当日参加された方には素敵なプレゼントが…！おたのしみに！ 

日時：１月２７日（土）１３時半～１５時 
場所：中央図書館２階 講堂 
申込：１２月１２日（火）～     
定員：７０名（先着順にて整理券を配布いたします。） 
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。 

市民のための医学講座 第２回 
「緩和ケアをもっと知ろう～がん緩和ケア

の活用・利点について」 
前回大好評のうちに終了した「市民のための医学講座」が帰ってまい
りました！今回は“緩和ケア”をテーマに苫小牧東病院 浅野真 
（あさのまこと）先生と同院看護師の方による講演会を行います。 今月は 

イベントが 
盛りだくさん！ 
４ページにも
載ってます 



２ 

歴代の天皇、皇后両陛下、皇太子殿下が苫小牧をご訪問された当時の様子を、図書館所蔵
の本・新聞で紹介します。通常は奥の書庫にある貴重な資料も展示しますので、この機会にぜひ
ご覧ください。 

『明治天皇御巡幸記』上田 三三生／口語訳 H288.4 ﾒ→ 

今回、星がきれいに見える季節ということで、星座に関する本を集めました。幼い頃、一度は星
座を探そうと空を見上げたことがあるのではないでしょうか。星座は、星を結んで人や動物の形に
見立てたもので、古代ギリシア神話では物語としても伝えられています。現在、星座は世界共通
で８８個と定められていますが、それ以前は星座の形や数、名前は国や時代によって違っており、
同じ場所にある星でも異なる星座を形づくっていたこともありました。年末年始に向けて忙しい時
期ですが、みんなが寝静まった時間に本を片手にぼんやり空を見上げてみませんか？ 
←『夜空と星の物語 日本の伝説編』 パイインターナショナル 2016年11月 443.8 ﾖ 

        新刊棚横展示「夜空に描く星ものがたり」 

ガラス展示「ご来苫の記憶」 

  検索機横展示「作家さん 長寿祝い」 

年末も近づいております…2017年に還暦・古稀・米寿など長寿のお祝いを迎えられ
た作家さん。おまけに2018年に還暦を迎える作家さん。今回はそんな方々の本を集め
てみました。津村節子さん、西村京太郎さん、なかにし礼さん、さだまさしさん、横山秀
夫さん、東野圭吾さん…他にはどんな方がいるでしょう？展示棚にてご確認ください。
今後も、まだまだお元気に執筆していただきたいものです。 

東野圭吾デビュー作 『放課後』 講談社 1988年7月 Ｂ Ｆ ヒ→ 
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12月24日 88分 CGアニメーション  
『I LOVE スヌーピー』 

12月17日 135分 洋画 
『ホリディ』 

12月3日  

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊ 

12月10日 92分 アニメーション 
『ルーニーテューンズ コレクション』 

ロンドンに住むアイリスとロサンゼルスに住むアマンダは、
クリスマス休暇の間住まいを交換することに。２人はそれ
ぞれ恋に落ち…キャメロン・ディアス／出演 

何をやってもうまくいかない少年チャーリー・ブラウンは、転
校してきた赤毛の女の子に一目ぼれするが…スヌーピー
がCGアニメーションで登場。ノア・シュナップ／声の出演 

さあさあ皆さんお待ちかね！今年も楽しいクリスマスの時期がやってきました。今年はどん
なクリスマスになるのかな？雪がたくさん降ったりして。ぴったりのツリーがなかったらどうす
る？もしサンタさんがおねぼうしちゃったら……。どうしてクリスマスイブにはくつ下をかざる
の？今年のプレゼントはなにかしら。僕もそりにのってみたいな～！サンタさんのお手伝い
がしてみたい！そんな皆さんの気持ちにぴったりあてはまるクリスマスに関する本や絵本、
物語を今年もたくさん集めました。どうぞ楽しんでページを開いてみてくださいね。 
←『ひとりぼっちのミャー クリスマスのよるに』女子パウロ会 2014年10月 
  たしろ ちさと／え・ぶん，ピーター・ミルワード／やく E ヒ 

       児童展示「Merry Christmas サンタさんとよみたい
ほん」 

「ルーニー・テューンズ」シリーズから、トゥイーティーやシル
ベスターたちが勢揃い。「カナリヤ横丁」ほか、選りすぐり
のストーリー全13話。こおろぎ さとみ／声の出演 

図書館事業のためお休み 
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☆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。１１回目は「図書館ミニ
シアター」について。 
 図書館と映画…？イメージがつきづらいかもしれませんね。図書館でＤＶＤがご覧になれ
るのは前回「ぱぴるす」で紹介しましたが（まだご覧になってない方はぜひご覧ください！）そ
のＤＶＤを使用した上映会を行っております。毎週日曜日午後１時半から。まったりとした時
間の使い方のひとつに図書館ミニシアターを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか？ 
 第１・第３日曜日は大人の方向け、第２・第４日曜日は子ども向けの上映会です。第５日
曜日は大人と子ども、どちらも楽しめる内容となっています。子ども向けはアニメーションを中
心に、大人向けは洋画や邦画がメインと多少内容に違いはあれど、どなたでもご覧いただ
けます！洋画は日本語吹き替えにさせていただいていますので、字幕を追うのが苦手…と
いう方でも大丈夫！早送り、巻き戻し等はできませんので、気になるシーンをもう一度見た
い！そんな方はぜひ電子情報サロン室へ。著作権等の関係により電子情報サロン室での
みご覧いただけるＤＶＤもございますので、お気軽にお声かけください。 

『和算百科』 
 

和算研究所／編 
丸善出版 419.1 ワ 

新刊案内 

 日本には和算と呼ばれる独自の数学が
あります。はじめての数学は７世紀に遣隋
使や遣唐使によって中国から伝わり、万葉
集の中には既に「九九」の記述があるそうで
す。室町時代には「そろばん」が伝わり、貿
易や測量、土木工事など社会の需要に
伴い発展し、江戸時代にはヨーロッパより
早く行列式を発明し、当時の和算を世界レ
ベルとする説があります。 
 残念なことに、明治時代から西欧にな
らった近代化を進めたことにより、和算は衰
退してしまいましたが、その独特の考え方を
知ることが出来るのがこの一冊です。積み
上げた米俵や徴税のための田畑の面積
計算から円理や高次方程式などエピソー
ドを交え紹介しています。 
なんと、平安時代の教科書「口遊」からは
病人問題や男女産み分け問題が紹介さ
れています。面白いですね。 

ＮＤＣってなーに？⑥ 

 ４類には自然科学に関する著作がまと
まっています。４類前半には数学が含まれ
ており、自然科学とは区別されています。 
 しかしながら数学は科学の原理解明の
重要な方法であることから４類に入っていま
す。数学の他にも天文学や生物学があり
最終的に医学にたどり着きます。一般的に
「数理系」と呼ばれる分野がまとまっている
と考えていただければ結構です。 
 ４類の特徴としては純粋理論や実験的 
              なものを主体として 
              いるため、その応 
              用は次の５類、６ 
              類にまとめられてい 
              ます。次回はそちら 
              について詳しく説明 
              させていただきたい       
                 と思います。  

～４類 自然科学  
      Natural Scieneces 
 （数学、理学、医学） 



月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３

４
休館日

５ ６ ７ ８ ９ 10

11
休館日

12 13 14 15 16 17

18
休館日

19 20 21 22
館内整理
休館日

23 24

25
休館日

26 27 28 29
年末年始
休館日

30
年末年始
休館日

31
年末年始
休館日

  …よみきかせ 
       （図書館スタッフ） 
  ３日 １４時～  
  …よみきかせ（にじのはし） 
  9日11時～/23日11・14時～ 
  …図書館文化セミナー 
  ９日 １３時半～ 
  …ストーリーテリング 
    （おはなしオルゴール） 
  １６日 １４時～ 
  …クリスマス☆おはなし会 
  １９日 １１時～ 
  …よみきかせ 
    （苫小牧こどもの本の会） 
  １７日 1４時～ 
  …ナイトミニシアター 
  １３日・２７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 

４ 
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編集後記 
 

 今月はもう2017年最後の月。皆様、2017年はどのような年だったで
しょうか？以前年末に編集後記で「一年が早い」と書いたのがつい
先日のことのようですが…また一年経ってしまったことに驚きです。 
 なにはともあれ、過ぎてゆく月日に抗うことはできませんので、大人し
く掃除をし、新年を迎えたいと思います。 
 皆様にとって良い年越しとなることを心よりお祈り申しあげます。 

                             
編集／発行  

苫小牧市立中央図書館  
指定管理者  

TRC苫小牧グループ   
           〒053-0011 

北海道苫小牧市 
末広町3丁目 

1番15号  
☎ 35-0511 Fax 35-0519  

✉ info@tomakomai-lib.jp 

【開館時間】 
9：30～20：00 

本年も苫小牧市
立中央図書館を
ご利用いただきあ
りがとうございまし
た！来年も図書
館ならびに「ぱぴる
す」をよろしくお願
いいたします！ 

苫小牧市立中央図書館の児童コーナーにある窓ガラスにクレ 
ヨンを使って季節にあったイラストや好きな絵を描いてみませんか？ 

クレヨンで図書館の窓に絵を描こう！ 

日時：１２月２８日（木）１６時 
対象：小学生～中学生  ※小学生は保護者同伴 
定員：３組 ※１組につき、１～３名まで参加可能です。 
         ぜひお友達と参加してね！ 
申込期間：１２月１日（金）～１２月１７日（日） 
応募者多数の場合抽選、当選者のみご連絡します。 
お申し込みは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）まで。 


