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図書館
カレンダーは
４ページに
掲載してい
ます。

クリスマス☆ぬいぐるみおとまり会

ぬいぐるみお預かり期間：１２月12日（水）～19日（水）まで
ぬいぐるみの返却は１２月２３日（日）のおはなし会後となります。
対象：乳幼児～小学校６年生まで
場所：中央図書館 定員：２０名（申込多数の場合は抽選となります）
申込期間：１２月１日（土）～１２月９日（日）
当選者にのみ１２月１１日（火）にご連絡いたします。
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。

大好きなぬいぐるみを図書館にお泊りさせてみよう！みんなのぬいぐるみは
夜の図書館で何をするのかな？
参加してくれた方にはアルバムをプレゼント！毎年たくさんの応募があります。
応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。

クリスマス☆おはなし会
クリスマスに関するよみきかせを行います。赤い服が似合うスペシャルゲス
トが来るかも…？参加してくれた人にはプレゼントもあります！お楽しみに！

日時：１２月２３日（日）１１時～１２時
場所：中央図書館２階研修室 定員：３０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。

本年も図書館をご利用いただき、ありがとうございました！
皆様にとって来年も今年以上に良い年であることを願いつつ、
たくさんの方のご利用をお待ちしております！

市民のための医学講座 第３回

「在宅緩和ケアを知ろう！」
例年好評をいただいている「市民のための医学講座」。今回で３回目に
なります。今回は“在宅緩和ケア”がテーマです。
苫小牧ひばり緩和ケアクリニックの蓮池 史画（はすいけ しが）氏、同院
の看護師の方を講師にお招きしての講演会です。

日時：２０１９年１月１９日（土）１３時半～１５時
場所：中央図書館２階講堂 定員：７０名（先着順）
申込期間：１２月１１日（火）～
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。



12月9日 91分 アニメーション
『アナスタシア』

アナスタシアはロシアのお姫様。しかし邪悪な魔法使
いにより、家族と離れ離れになり、記憶を失ってしまう。
「パリで会いましょう」と刻まれた鍵を手がかりに、アナス
タシアはパリへ向かう。 メグ・ライアン／声の出演

12月2日 156分 洋画
『レヴェナント』

アメリカ西部の未開拓地を進む毛皮ハンターの一団
が、先住民に襲撃される。ガイド役のグラスと息子を
はじめ生き残った者は陸路で戻ろうとするが、グラスが
熊に襲われてしまう。 レオナルド・ディカプリオ／出演

12月16日 87分 邦画
『富士ファミリー』

年の瀬もせまったある日、笑子バアさんの前に死んだ
はずの次女・ナスミが現れ、あるメモを見つけてほしい
と言う。このメモをきっかけに騒動が起こる。
薬師丸 ひろ子／出演

図書館ミニシアター

12月23日 97分 アニメーション
『アーサー・クリスマスの大冒険』

アーサーはサンタクロースの息子。ある年のクリスマス
に、女の子にプレゼントが届いていないことが判明した。
アーサーは、トナカイのそりに乗ってプレゼントを届けに
行くことに! ジェームズ・マカヴォイ／声の出演

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊

「スケートの日」の由来は幾つかあり、1861年12月25日函館に滞在してたイギリスの探検家ブラ
キストンが初めてスケートをした説、1792年にロシアのラクスマン一行が根室湾内で滑った説、
1877年札幌農学校に赴任してたアメリカ人ブルックスが紹介した説、正に諸説あります。しかも
『スケートの日』と制定した『日本スケート場協会』という団体が過去にも存在しておらず、どうや
ら都市伝説的なモノのようです。しかし現代まで「スケートの日」として言われ続けたのにはフィ
ギュアスケートの功績が大きいと思われます。今回はそんなフィギュアスケート本を中心に集めて
みました。
←『フィギュアスケートを100倍楽しく見る方法』 荒川 静香／著 2009.11 講談社 786.6 フ

新刊横展示「12月25日はスケートの日」

２

もうすぐクリスマスがやってきますね。図書館もクリスマスの飾りつけをして、すっかりクリスマスモー
ドです。おや？今月のガラス展示をのぞいてみると・・？たくさんのサンタさんたちが暮らす森がみ
えてきました。これから世界中の子ども達にプレゼントを配りに行くサンタさん。大事なお仕事の前
に、みんなで集まって何をしているんでしょう？こっそり、様子をみてみましょう。スポーツしている元
気なサンタさんがいますね。読書中のサンタさんもいました。皆さんも、おもしろいことをしているサ
ンタさんを見つけてくださいね♪

『さむがりやのサンタ』 レイモンド・ブリッグズ／作・絵 すがはら ひろくに／訳
1974.10 福音館書店 E サ →

ガラス展示「サンタの森へ」
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検索機横展示「もうすぐ最終回！西郷どん 生誕190年」

西郷隆盛が生まれて190年。明治維新から150年。今年の大河は西郷隆盛が主人公の「西郷
どん」もうすぐ最終回です。薩摩の下級藩士の家に生まれ、藩主・島津斉彬に見いだされ、明治維
新の中心的役割を果たしました。明治新政府では参議、陸軍大将として活躍、西郷さんがいなけれ
ば、日本の近代化がものすごく遅れたといわれるくらい貢献しましたが…そんな興味深い西郷さんの
本を集めてみました。最終回前の予習に、見終わった後の復習にぜひ手に取ってご覧ください。

『西郷どん! 前編』 林 真理子／著 2017.11 KADOKAWA F ハ→

児童丸テーブル展示「ジングルベルをききながらよみたい！絵本特集」

とっても寒いこの季節、毎年お楽しみのクリスマスがやってきます。絵本の中のみんなはどんなクリ
スマスを過ごすのでしょうか？ ある絵本では、きつねのファーディがサンタさんのために道案内を
します。またある絵本では、サンタさんといたずら好きのあくまが出会いました。また別の絵本の中
では、様々な動物たちがパーティーをしています。
クリスマスにはびっくりすることや楽しいことがたくさん起こります。ジングルベルの歌をききながら、色
んなクリスマスを絵本で感じてみませんか？
←『ファーディのクリスマス』 ジュリア・ローリンソン／作 ティファニー・ビーク／絵 木坂 涼／訳

2011.10 理論社 E フ
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『どもる体』
伊藤亜紗／著 医学書院 496.9ト

新刊案内

☆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。
２０回目は「開館３０年をむかえて」について。
前号でお話ししました通り、現図書館は開館30年を無事に迎えることができました。３０年を記念し
た様々なイベントはいかがだったでしょうか？皆様のご記憶に残る楽しいイベントとなれば幸いです。
さて、そんな今回ご紹介するのはそのイベントの１つ。とまチョップ来館についてです。
とまチョップは皆様ご存知、苫小牧市のゆるキャラです。とまチョップに関してはもはや説明不要で
すので、こちらでは来館時の模様のみお知らせします。
午前中、図書館を訪れたとまチョップは館内をぐるりと一周。一日図書館長として図書館の宣伝
をしてくれました。（とまチョップの公式ブログにもその様子が掲載されています。ぜひご覧ください！）
館内を回った後はたくさんの方と写真撮影を行っていて、ほほえましかったです。その後、図書館を
あとにしたとまチョップは、そのまま美術博物館へ移動するハードスケジュールでした。忙しい中来て
くれたとまチョップ、ありがとう！
また、現在２階情報サロン室内のサイネージにて、当図書館落成式の映像を流しています。
３０年前の映像ですので画質が少し荒い部分もありますが、見ごたえのある映像です！
ぜひご覧ください。

例えば「たまご」と言おうとしているのに、
「たたたたまご」と発したりなど、頭の中で
はわかっているのに思ったように言葉が出
てこないことはありませんか。
本書では「どもる」をテーマとしています。
どもってしまう時、当事者の体の中では
いったい何が起こっているのか、身体論
としての吃音論を述べています。ちなみに、
マリリン・モンローや田中角栄などの有名
人も吃音の持ち主であったというエピソー
ドもあるようです。
「なぜ思うように言葉が出てこないんだ
ろう」「この言葉を話すとつまってしまう」
「人前でも音読や歌う時はどもらない」な
ど個人によって色々なケースがあります。
本書を読み自分と置き換えながら、「ども
る体」について考えてみるのもよい機会か
と思います。ぜひお手に取ってご覧くださ
い。
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月 火 水 木 金 土 日

1 2

3
休館日

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 25 26 27 28
館内整理
休館日

29
年末年始
休館日

30
年末年始
休館日

31
年末年始
休館日

12日『クリスマスキャロル』 洋画 字幕 69分
26日『インディ・ジョーンズ レイダース失われたアーク≪聖櫃≫』

洋画 吹替 115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

…終日ミニシアター

１日 10時～

…よみきかせ

（図書館スタッフ）

2日 １４時～

…よみきかせ（にじのはし）
8日 １１時～
22日 １１・１４時～
…図書館文化セミナー
8日 13時半～

…ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）

15日 １４時～
…よみきかせ

（苫小牧こどもの本の会）

16日 １4時～

…クリスマス☆おはなし会

23日 11時～

…ナイトミニシアター

12日・26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
１年経つのは早いもので、今年の１月に立てたはずの目標も、
実は半分も達成できず。あと１ヵ月でできる範囲のことを達成でき
るよう急いで頑張りたいと思います！
本年も図書館をご利用いただきありがとうございました。来年も
図書館ならびに「ぱぴるす」をよろしくお願いいたします。（N）

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
Fax0144-35-0519

✉info@tomakomai-lib.jp

【開館時間】
9：30～20：00

今

ータアニ シミ

トイナの月


