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終日ミニシアター

「映画の日 オールデイ シネマ！
イン ライブラリー」

ぴ

子どもから大人まで楽しめる映画をいくつか終日上映します。
同時に「映画と本 スタンプラリーでビンゴ★」も開催します。
日時：１２月１日（土）１０時～２０時
場所：中央図書館２階講堂
定員：各回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。
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図書館文化セミナー

「万葉の旅 再発見ー「帰郷した防人」
伝承・「妹背山」の成り立ちなどー」
釧路公立大学名誉教授 森山弘毅（もりやま こうき）氏による例年恒例
の古典文学の講座です。今年は万葉集についてお話しいただきます。
日時：１２月8日（土）１３時半～１６時
場所：中央図書館２階講堂 定員：７０名
申込期間：１１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。

図書館
カレンダーは
４ページに掲
載しています。

2018年
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月号

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＊
11月4日 132分 洋画
『マイアミ・バイス』

11月11日 91分 アニメーション
『モンスター・ホテル』
特捜課に所属する潜入捜査官ソニーとリコ。ある日、 そこはドラキュラが自分の故郷に作ったホテル。ドラ
捜査情報が漏れていることを知らされた彼らは、真相 キュラは男手ひとつで娘メイヴィスを大事に育ててき
を暴くため運び屋になりすまし、コロンビアの犯罪組織 たが、あろうことか、人間の若者が娘に一目ぼれをし
て大騒動に! アダム・サンドラー／声の出演
へ潜入する。 コリン・ファレル／出演
11月18日 126分 洋画
『独裁者』
ユダヤ人兵チャーリーは事故で記憶を失い入院する。
数年後、独裁者ヒンケルがユダヤ人排斥を行ってい
た。退院したチャーリーは、なぜかヒンケルの替え玉を
演じることに。 チャールス・チャップリン／出演
１

11月25日 56分 アニメーション
『チップとデール リスの山小屋合戦』
「リスの山小屋合戦」「リスの住宅難」「リスの食糧難」
「リスのコールタール騒動」「リスとヒヨコ」「リスの雪か
き」など、チップとデールの楽しいお話全8話を収録。
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ガラス展示「絵本で世界一周！」
さあ、絵本で世界一周の旅に出ましょう！様々な国の絵本を集めました♪皆さんはどこの国の
本を読んだかな？どの本もかりることができますよ。それぞれの国によって、扱う色、模様や
雰囲気も違うので、楽しんでみてくださいね。旅の最初はどこの国からにしましょうか？アメリカ、
メキシコ、ナイジェリア、インドネシア、北極、イギリス、中国、もちろん日本も忘れずに！
ガラス展示の中には世界地図と一緒に各国の国旗も飾っています。ぜひ見に来てください。
『王さまと九人のきょうだい』 君島 久子／訳，赤羽 末吉／絵 1978 岩波書店 E オ →

新刊横展示「健康体操」
1928年11月1日朝7時、東京中央放送局から初めてラジオ体操の放送されました。旧逓信省
簡易保険局が海外の保健事業を視察し、国民の健康保持に基づく社会的幸福増進事業と
して取り入れたものでした。なんと90年の歴史があるのですね。
正しいラジオ体操は血行・呼吸機能促進、背骨の矯正などに効果があり「究極の健康法」と
言われているそうです。平均寿命が100歳になると予想され、ますます健康志向が高まっていま
す。健康教室やサークルも人気ですが、世の中には誰でもどこでも手軽にできる健康体操が
たくさんあります。試してみませんか。
←『中高年のための「体を動かす」簡単運動メニュー』 主婦の友社／編 2008.4 781.4 セ

検索機横展示「切る、貼る、折る」
切り紙、貼り絵、折り紙…紙でできることは無限大。今年のガラス展示にサファリパークがあった
のを覚えているでしょうか？あれも紙で作ったものでした。今回はそんな紙で作れる作品の本を集
めました。
作った作品を誰かに送ってもよし、飾ってもよし、実用的なものとして使ってもよし。使い方もさまざま
です。苫小牧は紙のまち。たまには紙に触れてみませんか。
『落ち葉切り紙』 Killigraph／著 2014.11 誠文堂新光社 754.9 オ→

児童丸テーブル展示「乗り物大集合！」
消防車、自動車、トラック、ダンプ、クレーン車、除雪車、救急車、キャンピングカー、バスなど
数えきれないくらい恰好良い乗り物はたくさんありますね！皆さんはどんな乗り物が好きです
か？この秋、図書館では様々な乗り物の登場する本を集めました。車が主人公の絵本もあれ
ば、乗り物を作る工場の本、世界の働くくるま図鑑や、バスに乗ってドライブする本まで、いろん
な角度から乗り物を満喫しましょう！お気に入りの乗り物を堪能するもよし、新たな乗り物との出
会いを楽しむもよし！ぜひ手に取ってみてくださいね～！
←『世界の働くくるま図鑑 上巻』 スタジオタッククリエイティブ 2018.1 53 セ 1

YA展示「喝！」
寒くなってきましたね。そろそろ試験や受験の勉強にラストスパートをかける季節になってまいりまし
た。自分が受験生の人もいれば、家族や友達、知り合いの方が勉強しているという人もいると
思います。今更何から手をつけたらいいの？という方のために、朗報です☆
喝！を入れたい本、受験や試験の勉強法や成績を伸ばすやり方・応援の仕方の本を集めまし
た。今からでも遅くない！良かったら手に取って読んでみてください。
『受験合格は暗記が10割』 林 尚弘／著 2016.10 幻冬舎 376.8 シ→

今年も残すところあと２か月を切りました！秋めいてきたこの頃は図
書館の窓から公園の景色を見るのも楽しいですよ。
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。１９回目は「祝・開館３０周年」
について。
ここはあえて自ら祝いたいと思います。皆様のお手元にこちらが届くころ、この地に建って図書館
は開館３０年を迎えます。図書館のお誕生日です。無事に３０年を迎えられたのはひとえに図書館
に足を運んでくださる皆様のおかげです。ありがとうございます。約２か月前、胆振地方を大きな地
震が襲いました。たくさんの方にご心配頂きましたが、当時図書館は閉館中だったこともあり、人的
被害もなく、物的被害も本が数冊棚から落ちた程度で済みました。
そんな皆様に愛されるこの図書館。「図書館なんて子どもの時以来行っていない」「今特に読み
たい本もないし…」なんて方が周りにいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に図書館においでください。
３０周年のお祝い期間中ですので、普段図書館にいらっしゃらない方でも楽しんで
いただけるイベントがたくさん！（詳細は１ページ目をご覧ください。）
前月、図書館カウンターにて図書館30周年に関するメッセージを募集しました。
絶賛展示中ですので他の催し物と併せてご覧ください。
一緒に図書館の誕生日をお祝いしてもらえると嬉しいです。

新刊案内

NDCってなーに？⑨

『このいえも むかしは』

～９類 文学 Literature

ジュリーフォリアーノ／文 レイン・スミス／絵
青山南／訳

こちらは「文学」作品そのものと「文学に関
する著作」を収めています。「文学」と括ら
れているものの、小説や物語だけではなく、
随筆や紀行や手記、戯曲や詩歌など実
は幅広く収められています。その内容は国
ごとでなく、言語によって分類が分かれてい
ます。文学は小説だけではありません。是
非、詩やエッセイ、ドキュメンタリーもたのしん
でください！
こちらのコー
ナーも今回で
終了…ではあり
ません。１類か
ら説明している
ので０類につい
てまだご説明で
きてません。実
は謎の多き
０類…次回を
お楽しみに！

森の奥にひっそりと、人の住んでいない古
い家がありました。生活していたものはそのま
まありますが、もう長い間誰もそこにはいませ
ん。探検して家の中に入った子供たちは想
像します。
どんな人が住んでいたんだろう・・・。家は
誰かが帰ってくるのを待っているようです。
子どもたちは自分の家が恋しくなりました。
今回の胆振東部地震で北海道でもたくさん
の家が壊れました。人がいるのに家がなくな
る。家があるのに人がいなくなる。夜になった
らつく灯り。ご飯のできるいい匂い。洗濯物
で見える風。誰かが帰ってくる足音。笑い声
やけんかする声。花が飾られ、いつものカッ
プでお茶を飲む。いろいろなもので家はでき
ていたのだと気づきました。目に見えるもの見
えないものに私たちは支えられて安心してい
ました。秋の夜に大人も子供も読んでほしい
一冊です。
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日

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
休館日

12 13 14 15 16 17 18
休館日

19 20 21 22 23 24 25
休館日

26 27 28 29 30
休館日

休館日

今

月

の

…おはなし玉手箱
2日10時～
…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～
…赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば
16日 １０時～

…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

【開館時間】
9：30～20：00
ナ

イ

ト

14日『11.25自決の日』 邦画 120分
28日『嵐が丘』 洋画 字幕 104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
すっかり日も短くなり、雪虫も飛びはじめて「ああ、冬になるんだな
あ」としみじみ感じています。
そういえば、図書館は今年で30歳になりますね。30年前というと、
私はまだ生まれていません。機会がある時に、30年前のことにつ
いて調べてみようと思います。（N）
４
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