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ぱ
ボランティア養成講座
図書館でボランティア、してみませんか？
本を棚に戻したり、棚の整理をしたり、よみきかせをしたり…
図書館のお仕事をサポートしてくださる方を募集中です！
活動内容や活動日はご自身の都合に合わせて決められます！
お気軽にお申し込みください！
日時：６月１６日（土）１３時半～１５時半
場所：中央図書館２階講堂
対象：１８歳以上
定員：１５名（先着順）
当日の持ち物：筆記用具
活動場所：苫小牧市立中央図書館
申込期間：６月１日（金）～６月１０日（日）
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。

大人の社会科見学

図書館探検ツアー
日頃入ることが出来ない図書館の裏側、興味ありませんか？
いま流行りの「大人の社会科見学」。いつもは入れない閉架書庫の見学や本
にビニールコートをかける体験をしていただきます。申込はお電話一本！費用
は無料！申込期間は７月３日までですが、定員に達し次第応募を終了いたし
ます。気になる方はお早めに！
日時：７月７日（土）１３時半～１５時
場所：中央図書館２階講堂
対象：一般
定員：１５名（先着順・お子様の同伴可）
申込期間：６月１２日（火）～７月３日（火）
持ち物：ブックコートかけ用の本一冊
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。

いつも子ども向けのイベントばかりで…と思っているそこのあ
なた！そんなことありません！図書館は大人向けイベントも
行っています。来月はアートフェスティバルも開催されます
ので、ぜひ図書館に足をお運びください！詳細は来月号
のぱぴるすをお楽しみに！
１

ぴ

る
す
2018年

6

月号

図書館
カレン
ダーは
４ページ
に掲載
していま
す。

平成30年6月1日

苫小牧市立中央図書館報

Vol.108

ガラス展示・児童コーナー丸テーブル展示「サファリパーク」
図書館に世界中の動物たちが大集合！1階のガラス展示では、動物園や水族館の人気
者たちがみなさんをお待ちしてます。 どんな動物がいるのでしょう？おや、床にはある動物の
足あともあります。いったい、だれの足あとでしょう？ぜひ、動物図鑑を見て、ご家族でワイワイ
調べてみてください。児童コーナーの丸テーブルでは、図鑑のほか、動物のいろいろな謎が
わかる本や、様々な動物が登場する絵本を集めて特集しています。併せてお楽しみください。
さあ、図書館サファリパーク開園です！
『世界動物アトラス』徳間書店 2017年04月 48 ｾ→

新刊棚横展示「男メシ」
今回は作家さんの食に対する思いがこもった紀行や手記をご紹介します。例えば、思わず『そん
な思いしてまで、しかもそんな所に行ってまで、何故それを食す！』とつっこみたくなるエピソードや、
作家さんならではのしみじみ美味しさが伝わってくる一遍。そのほか、何故かわざわざ美味しくな
いものの感想や、はたまた昔の武将や日本史に登場する人物の食のエピソード編など。読物
だけではなく実践編として美味しい料理の本を集めてみました(もちろん男性料理家のみ) 。読み
終わる頃にはお腹ぐーぐー。今日は何を食べましょうか？
←『男子ごはんの本』シリーズ 国分 太一／著 MCO 596 ﾀ

検索機横展示「THE MIRACLE WORKER」
目が見えず、耳も聞こえず、言葉を話すことができない少女は、周囲の協力と自身の努力によって
世界でも有名な女性となりました。ヘレン・ケラーの死から５０年。生まれた時から、あるいは思いが
けない事故や病気によって、視力聴力を失う、手足が動かない方がいらっしゃいます。それでも、世
には様々な分野で障がいを持つ人々が活躍しています。エジソン、レイ・チャールズ、フジ子・ヘミン
グ、曲亭馬琴、塙保己一、辻井伸行…。彼らの日常や人生を知ることができる本を集めました。
『ヘレン・ケラー』筑摩書房編集部／著 筑摩書房 2014年11月 28セ→

児童コーナー入口展示「ビストロ図書館 」
ぼくとおかあさんが夕ごはんの買い物に、スーパーにいくところからもう今日のご飯は始まって
います。ぼくはメモを見ながらいろんな食材を選びました。そこでおかあさんがおもしろいことを
言います。「うみのたべものと、りくのたべものにわけて」今日のメニューはよせ鍋です。海も陸
も両方入っています。おとうさんもうまいことを言います。「おう、われらが地球」１つ１つの食
材が私たちの体を作り、１回１回の食卓の会話が心を育てます。心がけていのちのあるもの
を感謝していただき、いのちをつなげましょう。６月は食育月間。難しいことは抜きにして、おい
しいものをみんなで笑顔でいただきましょう。おいしい本、揃えました。
←『ジャーニー』アーロン・ベッカー／作 講談社 2013年11月 E ｼ

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊
６月３日 １０６分 洋画
『ジェイン・オースティンの読書会』

６月１０日 ５７分 アニメーション
『ゆかいなゆかいなアニメコレクション４』

離婚歴6回のバーナデットは、愛犬を失った友人ジョスリン
を励ますため、「人生最高の解毒剤」と考える作家オース
ティンの読書会を企画するが…。キャシー・ベイカー／出演

６月１７日 １４９分 洋画
『ゴーン・ガール』

トムとジェリーと仲間たちの楽しいお話。「悪魔のささやき」
「インディアンごっこ」「恐怖の白ネズミ」「こわいお手伝いさ
ん」「オレがスターだ」「バニーの宇宙旅行」など全8話。

６月２４日 ３５分 アニメーション
『かわいいミッフィー ブルーナのおはなしえほん』

幸せな生活をおくるニックとエイミーの日常がエイミーの突
然失踪によって破綻。妻の身を案じ憔悴するニックだが、
一転、疑惑の渦中に立たされる。ベン・アフレック／出演

ラビットさん夫婦に赤ちゃんが生まれました。ミッフィー
ちゃんです。ニワトリさんや牛さんたちがお祝いにかけ
つけて…。「かわいいミッフィー」ほか、全8話。
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☆図書館員の雑談日記☆
図書館の裏側や豆知識などあれやこれやを紹介する雑談日記。１５回目は「本の選書
と購入」について。
図書館では毎週のように新しい本が入って来ています。図書館でどの本を購入するか…
「選書」は図書館の中でも大切な仕事の一つですが、それはどのように行われているでしょう
か。私たちは苫小牧市で定められた「苫小牧市立中央図書館資料取集基準」という収集
基準を元に、その時々のニュースや流行、苫小牧市の
事、利用者の皆さんからのリクエストなど、常にアンテナ
を張り巡らせて、毎週丁寧に選書しています。時には
実際に本を手に取りながら本を選ぶこともあります。
以前「図書館の本は、図書館の人が実際に本屋さん
に行って買ってくるの？」と尋ねられたことがあります。
実は選書された本は市内の書店さんを通じて納品されま
す。本によって納品のタイミングは様々ですが、基本的に
週末には新しい本が図書館に入ってきます。週末、
新しい本のチェックに図書館へいらっしゃいませんか？

ＮＤＣってなーに？⑧

新刊案内
『幕末・明治偉人たちの
「定年後」』

～７類 芸術 The arts
（美術、音楽、演劇、
スポーツ、諸芸、娯楽）

河合 敦／著 WAVE出版 281.0 ﾊ

７類は、「芸術」「スポーツ、体育、および
諸芸」「娯楽」の３群で構成されています。
芸術は「芸術総記」「美術」「音楽」「舞
踊」などありますが、こちらの分類の変わっ
ているところは表現している主題ではなく、そ
の表現形式によって分類されている点です。
芸術というと絵画や音楽を思い浮かべる
方が多いでしょうが、広い意味での「芸術」
ですので、実際に
は囲碁や将棋、
ゲームまでこちらに
まとまっています。
癒される動物や風
景の写真集もあり
ますのでぜひ手に
取ってみてください。

第一線を去った後の生き方にこそ、男の
本当の価値が見えてくる。幕末から明治に
かけて活躍した偉人たちを取り上げ、晩年
に彼らが歩んだ第二の生き方を紹介してい
ます。歴史の転換期だった幕末から明治
にかけて活躍した方たちの第一線から退い
た後どう行動したのか。20～30年の長い老
後をゆうゆう過ごした方。生涯現役を貫いた
方。引退した後も波乱にとんだ人生を歩ん
だ方。超有名な人からマイナーな人まで、
色々な方たちの定年後が書かれています。
こちらの本を偉人たちの入門書として読ん
で興味を持っていただき、それぞれのことが
書かれた本を読むもよし、定年後の生き方
や暮らし方のヒントを学んでもよし。手軽に
読める本になってます。ぜひ、ご覧ください。
３
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１ ２ ３

【開館時間】
9：30～20：00

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
休館日

11 12 13 14 15 16 17
休館日

18 19 20 21 22 23 24
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～
…赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば
１５日 １０時～
…ボランティア養成講座
１６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～
…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 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

25 26 27 28 29 30
休館日

臨時
休館日

臨時
休館日

臨時
休館日

臨時休館の
お知らせ

館内整理
休館日

図書館システム
のメンテナンスの
為、6/25～コミュ
ニティセンター図
書室も含めてお
第２水曜日17時45分～上映
入場無料・事前申込不要・直接会場へ 休みとなります。
ご了承ください。
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１３日『ゾンビ・ヘッズ』 洋画 95分 字幕

タ

ー

編集後記
カレンダーを見てお気づきの方もいるかもしれませんが、今月の最
終週は図書館で使用しているシステムのメンテナンスのため、図書
館がお休みになっています。中央図書館のみでなく、コミュニティセン
ター内図書室、そしてHPの検索システム（WebOPAC）もメンテナンス対
象ですので期間中はお使いいただけません。ご不便、ご迷惑おかけ
しますが、ご理解よろしくお願いたします。
４
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