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高畠那生（たかばたけ なお）さん講演会
「高畠那生の絵本のおはなし」

ぴ

絵本作家 高畠那生さんをお招きし、作品についておはなししていただき
ます。当日、作品をご購入の方はサイン会にご参加いただけます！
既に申し込みは始まっていますが、わずかに残席がございます。お申し込
みはお早めに！

る

日時：１０月１３日（土）１３時開場 １３時半開演
場所：中央図書館２階講堂
定員：７０名（先着順）
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。

す

Baby Art～キラキラ☆撮影会～
絵本の読み聞かせと共に絵本の一場面などを背景に、寝転んだ
赤ちゃんの撮影会を行います。かわいい赤ちゃんの思い出作りにいかが
ですか？ SNSへのアップも大歓迎です！
日時：１０月２０日（土）１０時～１２時
対象：０～１歳児とその保護者
申込期間：１０月２日（火）～
お申し込みは中央図書館カウンター

場所：中央図書館２階講堂
定員：１５組（先着順）
持ち物：カメラ・スマートフォン
またはお電話（３５－０５１１）にて。

工藤ノリコさん絵本原画展

2018年

10

絵本作家工藤ノリコさんの絵本「ノラネコぐんだん」の原画展を行います。
観覧無料です。
日時：１０月２７日（土）～１１月１１日（日）
場所：中央図書館１階カウンター前
申込不要・直接会場へお越しください。
お問い合わせは中央図書館（お電話：３５－０５１１）まで。

苫小牧市立中央図書館開館30周年記念展示
現・苫小牧市立中央図書館開館30周年を記念し関連展示を行います。
どんな展示かは見てのお楽しみです。一緒にお祝いしましょう！
日時：１０月２７日（土）～１２月２７日（木）
場所：中央図書館１階２階エントランス
申込不要・直接会場へお越しください。
お問い合わせは中央図書館（お電話：３５－０５１１）まで。
１

月号

図書館
カレンダーは
４ページに
掲載していま
す。
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ガラス展示「北の燐寸アート展」
最近マッチを手に取られたことはありますか？マッチ箱のイラストに注目してみたことは？様々な意匠の工夫に気づく
とマッチはとても個性あふれるアート作品になります。図書館ではただいま、1階カウンター前にて北の燐寸アート事務
局と共催で、マッチアートの展示を行っています。個性的なマッチ箱の意匠、マッチをテーマとしたアート作品はもちろ
ん、マッチに関する図書館資料も展示しております。マッチは実用品でもありますが、この機会にアートとしてのマッチ
にも注目してみてください。

新刊横展示「皇族 王族の本」
平成最後の10月です。今の天皇陛下が退位され、皇太子殿下が新しい天皇陛下になるこ
とで平成が終わり、来年の今頃は違う元号になっていることでしょう。
イギリスでも皇太子に子供が生まれ、新しい家族が増えたことにより、多くの人々が熱狂してい
たのは記憶に新しいところです。新しい時代の節目に、皇族や王族の方々はどのような方々か、
どのような出来事があったのかなどを知るために、歴代天皇陛下に関する本や皇室・皇族の
方々の本、外国の王族の方々の本などを集めました。ぜひ手に取ってご覧ください。
←『世界の王室 うんちく大全』 八幡和郎／著 平凡社 288.4 セ

検索機横展示「すてきに衣替え」
朝晩の冷え込みが感じられ、秋の気配が近づいている今日この頃。夏の暑さを恋しく思いつ
つ、衣替えの時期がやってきました。心機一転、新しいファッションを取り入れ、衣服だけでなく
身の回りも新しくして、楽しく季節の変化を感じませんか？？
『おしゃれは楽しくいつも好きな服で』 KADOKAWA/出版 2015.05 西村 玲子／著 589.2 オ→

児童丸テーブル展示「いろいろなところで紹介された本」
今月はいろいろなところで紹介された本を集めてみました。ぱぴるすでも毎月新刊図書の紹
介をしていますが、新聞や雑誌の書評、本屋の「書店員のおすすめ」などのポップ、出版社で
出しているパンフレット、『月刊MOE』や『この本読んで』などの紹介でも参考になります。もちろん
図書館スタッフにもお声掛けくだされば、お客さまにおすすめの本をご紹介します。ちなみに左に
ある本、「北海道新聞・親と子のサンデーほん」で紹介されたのですが、川にマネキンの頭が
流れてきて拾って学校に持って行ってしまって……面白かったですよ！
←『マネキンさんがきた』 村中季枝／作 BL出版 2018年4月 913 マ

図書館ミニシアター＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊
10月7日 122分 洋画
『スティーブ・ジョブズ』

10月14日 90分 アニメーション
『ムーミン パパの青春の巻』

1984年、新製品の発表会本番40分前。主役のパソ
コンMacintoshが「ハロー」と挨拶するはずが黙ったまま
で…。プレゼンテーション直前の舞台裏と不器用な親
子の愛。マイケル・ファスベンダー／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。「パパの青春の
巻」は、「ムーミンパパの思い出」「竜のエドワード」「ある
夜のできごと」など9話収録。

10月21日 111分 洋画
『ブルックリン』

10月28日 120分 アニメーション
『バビル二世』

アイルランドの小さな街でエイリシュは母と姉と暮らし 自分がサイキスト=バビル2世であることを知った高校
ていた。アメリカへと渡り、慣れない生活で涙に暮れる 生・浩一は、闇の帝王ヨミが送り込む手下たちと闘う。
彼女を救ったのは、大学での学ぶ喜びとトニーとの出 草尾 毅／声の出演
会いだった。シアーシャ・ローナン／出演
２
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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。１８回目は「ブックシャワー」に
ついて。
中央図書館の1階カウンターの横に設置されている、白い冷蔵庫のような機械。個人的には、
大きく存在感もあると思うのですが、残念ながら「この機械なんですか？」とお客さまよりお声かけ頂
く機会が少なくありません・・・。
今回はそんなブックシャワーのご紹介をします。実はこの「ブックシャワー」、５年程前※に「ぱぴる
す」でご紹介していました。その際は、図書館のお姉さんとかわいい猫ちゃんのイラストでわかりやすく
お伝えしましたので、今回は文章のみで簡潔に！

「本を機械の中に入れ、ボタンを押すだけ！」
青い光と共に除菌する事が出来、約30秒ほどで除菌が終わります。図書館の本以外でもお使
いいただけますので、お片づけをして出てきたご自宅の本でも大丈夫です。
これからの季節、風邪やインフルエンザなどに注意しなければいけない季節ですね。興味のある
方はぜひ一度お試しを！素敵なアロマの香りも付きますよ。
※ 2014年５月号に掲載されています。ホームページ上でご覧になれますので気になる方はぜひ！

おはなし玉手箱

新刊案内

毎年秋に開催しているおはなし玉手箱。
今年で４度目になります。今年のテーマは
「お誕生日」。実は図書館、今年の１１月で
開館３０年、つまり３０歳を迎えます。今回の
おはなし玉手箱もそうですが、３０周年にち
なんだ事業も開催します（詳細は１ページ目
をご覧ください）。ぜひご参加ください。

『ニホンオオカミの最後』
遠藤 公男／著 山と溪谷社 382.1 ニ

かつて日本に生息していたオオカミ。
岩手県に生まれた著者の遠藤さんは、
シートン動物記の「オオカミ王ロボ」を愛読し
た動物好きの人物です。明治の初めには岩
手にもいたというオオカミですが、生きた姿の
写真はなく、はっきりとその様相をつかむこと
はできません。
この本は、三十年以上前に著者がわずか
な公文書からオオカミ狩りの記録を辿り、オ
オカミがいた土地の当事者の子孫を訪ね、
伝承や民俗を集めた集大成の資料です。
江戸から明治にかけてのオオカミの生態
について、暮らしの中での脅威を語る人々
の言葉そのままで表現されており、大変興
味深い読み物です。
北海道にもエゾオオカミという大型の種が
生息しており、馬を襲って産馬産業に打撃を
与えていたそうです。人の手によって滅ぼさ
れた日本のオオカミ。著者が丹念に調査し
たその流れをご覧ください。

日時：１１月２日（金）１０時～１３時
場所：中央図書館２階講堂
定員：７０名
申込不要・直接会場へお越しください。
お問い合わせは中央図書館
（お電話：３５－０５１１）まで。
もうすぐ図書館はお誕生日を迎えます！
１１月で現図書館（出光カルチャーパー
ク内）に建てられてから３０年。
平成始まる直前に開館し、
平成の終わる年に３０歳を
迎える。どこか感慨深いも
のがありますね。
３
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日

1 2 3 4 5 6 7
休館日

…高畠那生さん講演会

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
休館日

22 23 24 25 26 27 28
休館日

29 30 31
休館日

…よみきかせ
（図書館スタッフ）
７日 １４時～
…よみきかせ（にじのはし）
１３日１１時～
２７日１１・１４時～

休館日

【開館時間】
9：30～20：00

１３日１３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～
…赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば
１９日 １０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

月
の
ナ
イ
今
ト
10日『ボーン・コレクター』 洋画 字幕 118分
24日『人生、いろどり』 邦画 112分
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
シ
ア
タ
ミ
ニ
ー
編集後記
だんだん秋らしい気候となってきましたね。みなさま体調を崩され
てませんか？これからは寒暖差だけでなく、乾燥も進んできます
ので風邪をひきやすい時期となります。
すでに国内で学級閉鎖となった学校もあるのだとか。寒さ・乾
燥対策、しっかりとしていきたいですね。（N）
４
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