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雑誌リサイクル市 

ソーシャルメディアについて知り、どのように活用できるかを知る講座です。 
講座では当館にありますタブレット等を使用するため、ご持参頂く必要はございま
せん！お気軽にご参加ください！ 

ソーシャルメディア活用講座 
「ソーシャルメディアって何だろう？」 

図書館 
カレンダーは 
４ページに掲
載しています。 

日時：３月１４日（水） １０時～１２時 
場所：中央図書館２階 研修室 
対象：１８歳以上 
定員：１０名 （先着順） 
申込：３月1日（木）～  
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：３月１７日（土）９時半～ 
場所：初日・中央図書館２階講堂／ 
    ２日目以降・中央図書館エントランス 
申込不要 
お問い合わせは中央図書館カウンター 
            （お電話：３５－０５１１）まで。 

図書館で不要になった雑誌を１人１０冊まで無料でお譲りします。 
以下の点にご注意ください。 
①お一人様１０冊まででお願いします。 
②痛みの激しいものもあります。ご了承ください。 
③お持ち帰り用の袋・カバン等をご持参ください。 
④譲り合ってのご利用をお願いします。 

毎年好評を
いただいて
いる雑誌リ
サイクル市
です！ 
譲り合って
ご利用 
ください！ 



3月4日 106分 邦画 
『グッモーエビアン！』 

２ 

今年は、北海道命名から150年、そして「北海道」の名付け親である松浦武四郎の生誕200年に
あたる年です。一般に探検家として広く知られている武四郎ですが、地誌学者、作家、出版者な
ど、様々な顔を持つ幕末の偉人でもあります。今回は、その武四郎の多才さを感じられる幅広い
資料を集めました。また、武四郎が6度にわたり当時の蝦夷地を探索し、まとめた資料の一部も展
示しています。北海道命名より150年目の節目に、武四郎の功績を辿ってみてはいかがでしょうか。 

『幕末の探検家松浦武四郎と一畳敷』LIXIL出版 2015年07月 H289.1 ﾏ→ 

「癒し」「リラックス」という言葉で皆さんは何を思い浮かべますか？温泉、動物、自然、風景、
音楽など人によっていろいろなイメージがあります。今回は見ているとスッキリしたり、ホッとした
り・・・そんな気持ちになれるような本を集めました。まだまだ寒い季節、本を読んで心と体を温め
ませんか？新刊横で展示していますので、ぜひご覧ください。 
←『ココロとカラダに効く 色彩セラピー』石井 亜由美／著  
       PHPエディターズ・グループ 2005年03月 141.2 ｺ 

         新刊棚横展示「癒し・リラックスの本」 

ガラス展示「松浦武四郎生誕200年」 

検索機横展示「あしたからつかいこなすSNSとかタブレットとか」 

ＦａｃｅｂｏｏｋやＩｎｓｔａｇｒａｍでの投稿に、他の誰かが反応してくれる…様々な出会いや情報を得ること
ができるＳＮＳ。「インスタ映え」が流行語になるなど、気になる方も多いようですが、思わぬトラブルに
巻き込まれることも。今月１４日にはＳＮＳも含むソーシャルメディア活用講座もあります。はじめての方
向けのガイドブック、仕事に使える便利本、ｔｗｉｔｔｅｒ文学賞に選ばれた本など多数集めました。 
ぜひ使いこなしてみてください。      『今からササッとはじめるLINE/Twitter/Instagram/Facebook』  

酒井麻里子／著 秀和システム 2016年7月 547.4 イ→ 
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図書館ミニシアター 

3月25日 53分 アニメーション  
『チップとデール リスのいたずら合戦』 

3月18日 102分 洋画 
『奥さまは魔女』 

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊ 

3月11日 68分 アニメーション 
『ドナルド・ダック ドナルドの駅長さん』 

TVドラマ「奥さまは魔女」の主役、新人女優のイザベル。
実は彼女、普通の恋に憧れて人間界に舞い降りてきた、
本物の魔女で…ニコール・キッドマン／出演 

チップとデールはいたずらが大好き!! 「リスの朝ごはん」「リ
スの冬支度」「リスのオモチャ合戦」「リスのいたずら合戦」
など、チップとデールの楽しいお話全8話。 

１日１日春に近づいています。３月は次のステージのためのお別れの季節でもありますね。
「卒園」「卒業」「クラス替え」…まだまだ一緒にいたいのにお別れしなければいけないのが
春の別れでしょうか…「みんな ありがとう」今までの毎日はちゃんと思い出として自分を次
へ進めてくれるエネルギーになります。３月は忘れてはいけない日があります。ばらばらのま
ま卒業を迎えたお話もありました。卒業・旅立ちがテーマの本を集めました。 
←『そつぎょう ふくしまからきた子』松本猛・松本春野／作 岩波書店 2015年3月 E ﾌ 

           児童展示「みんな ありがとう」 

ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい!! 
「ドナルドの駅長さん」「ドナルドの海水浴」「ドナルドのダン
ス大好き」など、ドナルド・ダックの楽しいお話全8話。 

真面目な中学生ハツキ。元パンクロッカーの母アキ。
自由人ヤグ。ヤグが放浪の旅から戻り…。破天荒一家
を描いた新世代の家族ムービー。麻生 久美子／出演 

  検索機横展示「恋」 

気づけばもう春…。卒業・入学・就職など新しい道に進むと共に、Heartも大きく揺れ動くこ
の季節。「恋」をテーマに、現代の恋愛小説はもちろん、昔の恋愛の本も集めました。思い
切って己の想いをぶつけたい…！でも、踏み出す勇気が…と、やきもきしているそこの君！
大きな一歩・背中を押してくれる本に出会えるかもしれません！ 

『あかねさす』 加藤 知恵／著 河出書房新社 2011年10月 F ｶ→ 
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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。１３回目は「リサイク
ル文庫」について。 
 

 中央図書館正面玄関より入ってすぐのエ
ントランスにある棚…皆さん、ご存知でしょう
か？ 
こちらは「リサイクル文庫」と申しまして、図書
館で不要になった本を市民の皆さんにお譲
りしているコーナーです。以前図書館で
使っていた本をお出ししているので、ちょっと
内容が古くなってしまった料理本や裁縫の
本などの実用書や小説、文庫や趣味の
本などを置いています。料理本などは多少
出版が古くてもお使いいただけるのではない
でしょうか？小説も普段読まない作者さん
のものや掘り出し物が読めるかも！？ 
図書館にいらっしゃるついでに 
ぜひご覧ください。また、 
今月17日にはリサイクル 
文庫の雑誌バージョン 
『雑誌リサイクル市』 
が開催されます。 
お楽しみに！ 

『ぼくたち負け組クラブ』 
 

アンドリュー・クレメンツ／著， 
田中 奈津子／訳 講談社 93 ﾎ 

しんかんあんない 

 アレックは何よりも本が好き。どれくらい好
きかって？授業中でも本を読んで、校長室
に呼ばれて叱られるほど。それも14回も！そ
んなアレックに新学期、大問題が発生しま
す。放課後プログラムに参加させられること
になったのです。しかも３時間も！これじゃあ、
本を読む時間がなくなっちゃう！入りたいク
ラブもないし、お母さんは宿題クラブを強力
に推してくるし。ぼくはただ本が読みたいだけ
なのに。アレックは考えます。「そうだ！新し
いクラブを作っちゃえばいいんだ！」でも、本
を読むだけのクラブってバレたら、面倒なこと
になります。アレックはクールな作戦を思い
つきますが、彼は学校中の注目の的に！
ライバルの出現、かわいい女子との恋、迫
りくる発表会の課題･･･いろんな問題がア
レックを襲います。アレックはどうなっちゃう
の！ドキドキの日常系冒険物語。もうすぐ
始まる新学期が楽しみになる１冊です。 

今月のボランティアさん⑥ 

 今回は「ボランティア意見交換会」についてご紹介します。図書館ボランティアには個人と
団体と2種類ありますが、中央図書館では年に1回それぞれ「ボランティア意見交換会」を
行っています。日頃より皆さんとは楽しくお話をさせて頂いていますが、全員で集まるという事
は中々難しいので、この年1回の意見交換会は大変貴重な場と考えています。この２月１５
日に開催した「ボランティア意見交換会（団体）」、障害者サービスに掛かる団体の方々は
都合が合わず、残念ながらご欠席となりましたが、読み聞かせ、読みかたり、修理など活動
内容は違えと、大切な図書館ボランティアの皆さんが集まってくださいました。各団体の活動
について知り、今後の図書館連携事業に対する意見を出し合うことにより、図書館はもちろ
ん、皆が刺激を受けあい、活動がより良いものになるようにと思っています。今月１日には個
人（フロアワーク）ボランティアの皆さんとの意見交換会、研修会が開催です。来月号はこ
ちらについてご紹介します。 

～番外編 ボランティア意見交換会 



月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４

５
休館日

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
休館日

27 28 29 30
館内整理
休館日

31

  …よみきかせ 
       （図書館スタッフ） 
  ４日 １４時～  
  …よみきかせ（にじのはし） 
  10日11時～/24日11・14時～ 
  …ソーシャルメディア活用講座 

  １４日１０時～ 
  …赤ちゃんと楽しむ 
    はじめての絵本ひろば 
   １６日 １０時半～ 
  …雑誌リサイクル市 
   １７日 ９時半～ 
  …ストーリーテリング 
    （おはなしオルゴール） 
  １７日 １４時～ 
  …よみきかせ 
    （苫小牧こどもの本の会） 
  １８日 1４時～ 
  …ナイトミニシアター 
  １４日・２８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 
 

今月で本年度も終わりを迎えます。春は出会いと別れの季節とも言
いますね。新生活への期待や不安を持つ人も多いのでは？そんな
少しさびしい季節も変わらずに図書館は開館しております。少しずつ
暖かくなってくる（であろう）３月にゆっくり公園内を散歩したり、図書館
でまったりしたり…そんな休日いかがでしょうか？ 

                             
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  

☎ 0144-35-0511  
Fax 0144-35-0519  

✉ info@tomakomai-lib.jp 

【開館時間】 
9：30～20：00 

今 

ー タ ア ニ シ ミ 

ト イ ナ の 月 

１４日『僕が結婚を決めたワケ』 洋画 111分 字幕 
２８日『怪盗グル―の月泥棒』 アニメーション 95分 吹替 
         第２・４水曜日17時45分～上映  
             入場無料・事前申込不要・直接会場へ 


