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新春おたのしみ会 2018
ムッシュ・マゴス・南條さんによるお正月スペシャルショーや○×クイズ大会、手
遊びなどを行います。楽しいプログラムがいっぱいのおたのしみ会です！
冬の寒さを、たくさん笑って吹き飛ばしましょう！
日時：１月１０日（水）１３：３０～１４：３０
場所：中央図書館２階 講堂
対象者：幼児から小学生とその保護者
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（お電話：３５－０５１１）まで。

帰ってきました！本の手帖
毎年ご好評をいただいております、返却のお知らせのレシートを貼り付ける本
の記録手帖。今年で３年目です。中央図書館のカウンターのみでの配布と
なりますのでお早めにお越しください。
配布開始：１月４日（木）
配布場所：中央図書館１階 カウンター
配布冊数：限定５００部
お問い合わせは中央図書館（お電話：３５－０５１１）まで。

ガチャまる再上陸中！
夏休みの期間限定で図書館に遊びに来てくれたガチャまるとガチャこ。
幼稚園、保育園のお友だち、そして小学生の冬休みに合わせて児童
コーナーカウンターに再上陸中です！１日１回、カウンターでクイズに
答えてスタンプをもらおう！そのスタンプを５個ためると…お楽しみに！
日時：開催中～１月１６日（火） ９時半～１７時まで
場所：中央図書館１階 児童カウンター
新春おたのしみ会の開催中はご利用できませんのでご了承ください。
お問い合わせ中央図書館（お電話：３５－０５１１）まで。
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ガラス展示「 1月から始める書道」
”1月2日に筆を持つと書道が上達する”と言われています。パソコンが普及し、字を書くことが少な
くなっている近年ですが、『字はその人の性格を表す』とも言い、まだまだ重要視されています。「字
が汚い…」「誰に見せても恥ずかしくない字を書きたい！」と思っている方、今こそチャンス！年賀
はがきや書き初め,季節の便りなど、書く機会の多いこの時期に、思い切って書道の世界に足を踏
み入れ、美文字を目指してみませんか？
『 「書道」の教科書』横山 豊蘭／著 実業之日本社 2008年11月 728 ｼ→

新刊棚横展示「貸出０回本 救出作戦！」
いろいろなジャンルから本を集めています。この本たちに共通するのは『まだ貸出回数が０回』と
いうことです。この機会にスポットライトを当て、展示しておりますので、中央図書館へお立ち寄り
の際は、ぜひとも新刊棚横の展示コーナーへお越しください。あなたにとってお気に入りになる
一冊があるかもしれません。
←『ヤポネシアの海辺から』島尾 ミホ／著，石牟礼 道子／著 弦書房 2003年5月 E ｼ

検索機横展示「マナー・礼儀の本」
食事会、結婚式、など「この場面ではどうしたら良いんだっけ？」と戸惑うことはありま
せんか？今回の展示では婚礼や葬儀、ビジネス、テーブルマナーや礼儀作法など、日
常生活の様々な場面で覚えておきたい生活マナーについての本を集めました。今まで知
らなかったマナーや礼儀についてもこれを機に見直してみてはいかがでしょうか？検索機
横で展示しています。ぜひご覧ください。
『冠婚葬祭マナーオールガイド』 岩下 宣子/監修 新星出版社 2014年2月 385 ｶ→

児童展示「和の魅力、みっけ！」
お正月は、日本の伝統のしきたりやお料理・遊び等をたくさん楽しめる行事です。昔ながら
のお正月を過ごすご家庭は少なくなったと思いますが、日本の文化を感じられる本を手に
とって、ご家族ご親戚でわいわい楽しんでいただきたいと思います。今回、四季折々の行
事や昔懐かしい遊び、おいしい和食や和菓子の本、そして日本の昔話や伝統芸能など
「和」の魅力あふれる本を、児童コーナーカウンター前の丸テーブルに集めました。一年
のはじまりに、ぜひ「和」の本でほっこりしてくださいね♪
←『「和」の行事えほん 2秋と冬の巻』高野 紀子／作 あすなろ書房 38 ﾜ 2

ヤングアダルト展示「～和～」
「和」という漢字は中国から入った当初、調和、平和、均衡を意味する文字でした。今で
は日本文化特有の要素があるものとして使われ、日本そのものだったり、日本的な物として
のイメージがありますが、いざ聞かれると“？”になる方も多いはず。和の世界をもっと知って
ほしい！ということで「和」に関する本を集めました。手に取って和の世界をお楽しみください。
『定本和の色事典』 内田 広由紀／著 視覚デザイン研究所 2008年7月 757.3 ﾃ→

＊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

1月14日 55分 アニーメーション
『ぼくは王さま たまごとめいたんてい』

1月7日 123分 洋画
『博士と彼女のセオリー』

王さまが、大すきなたまごをひとりじめしようとしたから、さあ
たいへん! 「たまごがいっぱい」など、おはなし2話とリズム
でたのしいショートアニメを収録。チョー／声の出演

理論物理学を研究するスティーヴンは、ジェーンと出会
い、恋に落ちるがALSを発症。余命宣告を受けながら、
生かされる意味を全うする。エディ・レッドメイン／出演

1月21日 131分 邦画
『蝉しぐれ』

1月28日 100分 パペットアニメーション
『ムーミン 友情の巻 世界で一番最後の竜』

江戸時代末期。15歳の牧文四郎は剣術と学問に励ん
でいた。ある日、世継ぎの争いに巻き込まれた文四郎の
父が謀反の罪に問われ…。市川 染五郎／出演

ムーミン生みの親トーベ・ヤンソン自ら監修し、ポーランド
のSemafor Studioが制作したシリーズ。「友情の巻」は、「黄
金のしっぽ」など10話。松 たか子／声の出演
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館長より新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。昨年も中央図書館をご利用いただき、ありがとうございまし
た。本年も知の情報拠点として、読書活動推進拠点として、そして市民の憩いの場として、
郷土、地域を大切にした図書館づくりに励んでまいります。
さて今年、平成30年は「苫小牧市立中央図書館・苫小牧市サンガーデン」がこの場所
に建って３０年を迎えます。昭和2４年10月に苫小牧町立公民館図書部が発足、昭和26
年4月に旧市立病院の建物を一部改修、「市立苫小牧図書館」として開館。その後長い
時を経て、昭和63年11月3日に苫小牧市立中央図書館と苫小牧市サンガーデンは現在
の地に開館しました。
ここでその長い歴史は語りつくせませんが、いつも図書館を利用してくださる皆様、図書館
運営にご協力頂いている皆様の思いを大事にしながら、今後も丁寧に歩みを進めていこう
と思います。本年も様々な事に取り組んでまいりますので、苫小牧市立中央図書館をよろ
しくお願いいたします。

今月の
ボランティアさん⑤

しんかんあんない
『 TIMELINE
地球の歴史をめぐる旅へ! 』

～ルリユールさん

ピーター・ゴーズ／作
フレーベル館 20タ

（今成さん、広木さん、林さん）
今月は当館で修理のボランティアをしてい
ただいているルリユールさんをご紹介しま
す！ルリユールさんは９人で活動されていま
す。修理のベテランの方も多く、最長の方
では、なんと１５年以上の方もいらっしゃいま
す！ボランティアに参加したきっかけは皆さ
ん様々で、時に複数で和やかに、時に集
中してお１人で作業をされています。長年
作業をされての感想をお尋ねしたところ、
「一つとして同じ本（修理）はないので飽き
ないから楽しい」とおっしゃっていました。拝
見した時は専用の糊を入れてくっつける修
理もあれば、一度分解して糸を綴じ直す絵
本の修理など、様々な修理をされていまし
た。皆さん、大変な本はその分だけ直った
時の達成感があると楽しそうにお話してくだ
さったのが印象的でした。※現在は新規加
入の方の募集を行っておりません。

胸が高鳴る歴史入門書の登場です！こち
らの本は、全てのはじまりであるビックバンか
らスタートします。恐竜の絶滅を経て、最初
の人類の登場。メソポタミア、古代ギリシア、
フン人、そしてヴァイキングまで！前後の
ページと繋がっているようなデザインの中で
展開するため、まるで長い1枚の巻物を読
んでいるような気持ちになっていきます。本
のサイズは縦38cmの大型サイズ！2枚見開
きでひとつの歴史が表現されています。更
なる魅力は、歴史ごとに異なったカラー紙。
それぞれの歴史を飾りたてる絶妙なニュアン
スカラーで、とにかくため息ものです。児童
書ではありますが、大人が読んでも楽しめる
一冊です。最初から順に歴史を辿るもよし、
デザインを純粋に楽しむもよし、好きな部分
を抜粋して堪能するのもよし、いろんな読み
方ができる本です。どうぞ楽しんでください！
３
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館内整理
休館日

【開館時間】
9：30～20：00

…よみきかせ
（図書館スタッフ）
７日 １４時～
…新春おたのしみ会
１０日 １３時半～
…よみきかせ（にじのはし）
13日11時～/27日11・14時～
…赤ちゃんと楽しむ
はじめての絵本ひろば
１９日 １０時半～
…ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）
２０日 １４時～
…よみきかせ
（苫小牧こどもの本の会）
２１日 1４時～
…ナイトミニシアター
１０日・２４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

クレヨンで図書館の窓に絵を描こう！
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？
日時：１月２７日（土）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：１月４日（木）～１月２１日（日）
応募者多数の場合抽選を行い、結果をご連絡します。
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。

編集後記
新年、明けましたね！皆さまいかがお過ごしでしょうか？
昨年は雪が本格的に降り始めるのが例年より早く、雪かきやツルツ
ルの路面などで北海道に住んでいることをまざまざと実感させられま
した。これから本格的に寒くなってまいりますのでお出かけ、そして図
書館にいらっしゃる際はどうか暖かい恰好でお越しください。
４
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