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ハッピーバック 2019
かっこいい英語で書かれた新聞でできたバックには「元気が出る本」「初
笑い」「黄色の本」「赤の本」「イノシシの本」から２冊が入っています。どの本
が入っているかは開けてみてのお楽しみ！
日時：１月4日（金）～
対象：児童
場所：中央図書館１階 児童コーナー
数量：限定40セット（先着順）
申込不要・直接会場へ
お問い合わせは中央図書館カウンター（お電話：３５－０５１１）にて。

本の手帖
自分だけの読書記録をつけてみませんか？手帖に返却レシートを貼って
オリジナルな手帖を作りましょう！配布数に限りがありますのでお早めに！
日時：１月4日（金）～
対象：一般
場所：中央図書館１階カウンター
数量：限定５００部（先着順）
申込不要・直接会場へ
お問い合わせは中央図書館カウンター（お電話：３５－０５１１）にて。
新年あけましておめでとうございます！
新年初日より、大人子どもどなたでも楽しめるイベントをご用意しました。
詳しくは上のイベント案内をご覧ください。
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ガラス・検索機横展示「流行語を振り返る」
平成もいよいよ終わりに差し掛かり、今年は改号の年ということで、今月のガラス展示は今まで
の流行語大賞を振り返りました。
流行語大賞といえば、去年平成30年は「そだねー」が年間大賞を受賞し話題になったことも記
憶に新しいですね。展示では平成30年の年間大賞やトップテンや、年間大賞が設けられた平
成3年から平成30年の年間大賞を振り返りました。
また、OPAC横では流行語をテーマに本を集めました。この言葉が流行ったこの年は「こんなこと
してたな」など思い出す楽しみを味わって頂ければ幸いです。ぜひご覧ください。
『今どきコトバ事情』 井上 俊／編著 2016.1 ミネルヴァ書房 814.7 イ →

新刊横展示「出版から30年経った本」
1989年1月7日、昭和天皇崩御により翌8日『平成』と改元。「内平らかに外成る。地平らかに天成る」（誰もが平等
に、平和な世界を成就する）という願いを込めて平成の時代が始まりました。この年、中国では民主化を求める学生
達を軍が武力弾圧する『天安門事件』が起こり、ベルリンでは東西を分断していた“壁”が無血裡に取り払われました。
その後を振り返れば、内外ともに激動に揺れた30年でしたが2019年4月30日、今上天皇の生前退位により平成は
終わり新しい時代を迎えます。今回は昭和から平成に変わった30年前に出版された本を集めましたので、ぜひ手に
取ってみてください。
展示使用本→『日本の一日』 Days Japan／編集 1989.3 講談社 478 ニ

児童丸テーブル展示「雪・氷の世界」
朝起きて、カーテンを開けたら・・・雪が積もってあたり一面真っ白に！雪かき大変だなーという
思いもありますが、雪が積もるとなんだかわくわくしますよね。真っ白い雪の上に、かわいい動物の
足跡をみつけたり、誰も歩いていない道に足跡をつける。スケートやそりすべり、雪合戦！楽しい
遊びもいっぱいありますね。今回の児童コーナーの展示は、雪のおはなしや氷のおはなし、雪の
結晶の図鑑など、あったかい図書館の中でも雪と氷を感じられる本をたくさんあつめました。ぜひ手
に取ってご覧ください。
『雪と氷 水の惑星からの贈り物』 片平 孝／著 2017.9 PHP研究所 45 コ→

YA展示「今更ですが1巻目だけでも読んでみませんか？私こういう本です」
このシリーズの１巻目が出たのは何年も前だし、何巻も出ているから、興味はあるけど今更読み
始めるのも…と、お思いのあなた！今からでも遅くはありません。まずはシリーズ1巻目だけでも読ん
でみませんか？お気に入りを見つけられるかもしれません。お気に入りを見つけたら続きを読んでみ
てください。自分の世界を広げていくことができますよ。
←『月の影影の海 上』 小野 不由美／著 2001.6 講談社 B F オ

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＊
1月6日 85分 邦画
『ネコナデ』
一流企業の人事部長・鬼塚。人生に安らぎは必要な
いと考える一方、会社帰りはひそかに胃痛に苦しむ
日々。ある晩、立ち寄った公園で捨て猫を見つけ、鬼
塚はこっそり子ねこを飼い始める。 大杉 漣／主演

1月13日 60分 アニメーション
『おしりたんてい』
レディーにやさしくスイートポテトが大好きな「おし
りたんてい」が、助手のブラウンとともに、事件をプ
プッと解決! 怪盗Uと名乗る大泥棒から予告状が
届き…
三瓶 由布子／声の出演
1月20日 149分 洋画
1月27日 71分 アニメーション
『ダ・ヴィンチ・コード』
『しまじろうおはなし大特集！』
殺された館長の周りに残された不可解な暗号。容疑 「まるいの、なーんだ?」「ぼくにもできること」など、人
者として連れてこられたラングドンは、館長の孫娘ソ 気のおはなしをたっぷり6話収録! ほかにも、「きみは
フィーに助け出される。ふたりは暗号を解き始めるが、 どうする?」「ヘソカのひきだし」コーナーも入って盛り
そこには驚愕の事実が…
トム・ハンクス／出演
だくさん!
２
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☆図書館長の雑談日記☆
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。今回は図書館長の吉見より
皆様に新年のご挨拶をいたします。
みなさま、あけましておめでとうございます。館長の吉見です。年頭は私がこちらの雑談日記を
書くことになっているのですが、まずここに新しい年を無事に迎えることができたことに感謝申し上
げます。
昨年は北海道胆振東部地震があり、道内各所に大きな影響を与えました。被災された皆様
に改めてお見舞い申し上げます。そのような中、図書館を利用される皆様、見守ってくださってい
る皆さまより「図書館は大丈夫だったの？」「本がたくさん落ちて大変だったでしょう」と温かいお言
葉もたくさんいただきました。ありがとうございました。
皆様と地震に関するお話をするたびに「図書館は情報発信する場所だけでなく、それ以上の
何か温かいものを持っている場所なんだな」と感じました。社会、図書館を取り巻く環境は日々変
化し、その変化に対応していく姿勢が求められていくところですが、私どもはどなたにも親しまれる
施設であるという点を大切にしながら、変化に柔軟に対応する施設でありたいと思っております。
本年もどうぞ苫小牧市の図書館をよろしくお願いいたします。スタッフ一同お待ちしております。

NDCってなーに？⑩

新刊案内

～０類 総記 General works

『キダマッチ先生！ 3』
今井 恭子／文，岡本 順／絵
BL出版 913 キ 3

（情報学、図書館、図書、百科事典、
一般論文集、逐次刊行物、団体、
ジャーナリズム）
こちらは１類から９類を主題を包括する総合
的な著作とそれらの資料・情報の形式を収め
ています。つまり、全体の総括であると同時に、
１～９類のどこにも属していない内容を取り扱う
役割を担っており、幅の広さがうかがえることと
思います。こう書いてしまうと難しいイメージがつ
いてしまいますが、テレビ等で紹介された雑学
が収まっている本や、パソコンの使い方の本
（こちらは「情報学」という分類になります）もあり、
気軽にお読みいただけます。
NDCについて書かれた図書
でも「知識の宇宙」と評され
る０類。奥が深いどころか
底なし沼なのでないかと
思わされます。
ぜひじっくりご覧になって
ください。

３

カエルのキダマッチ先生は、お医者さんです。
今日も朝からものすごく忙しく、休むひまもありま
せん。自分より大きな子牛やウサギ、クモ・・・
昆虫からいろんな動物、魚類まで幅広い患者
さんの診察をして、先生は命がけの治療を行っ
ているのです。
こちらはそんなキダマッチ先生シリーズの３巻
目となっております。いきなり３巻目から読んでも
十分に楽しめますが、気になった方はぜひ１巻
と２巻も手に取っていただきたいです。
キダマッチ先生の面白いところは、サブタイト
ルです。１巻目は「先生かんじゃにのまれる」。２
巻目は「先生かんじゃを食べちゃった!?」、そして
今回の３巻目は「先生手紙をかく」となっており
ます。
一体なにが起こったのか、とっても気になりま
せんか？そして今回はどんなことが先生の身に
起きたのか！？ぜひお手に取ってご覧ください。
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日

1 2 3 4 5 6
年末年始 年末年始 年末年始
休館日
休館日
休館日

7 8 9 10 11 12 13
休館日

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
館内整理
休館日

休館日

28 29 30 31
休館日

【開館時間】
9：30～20：00

…よみきかせ
（図書館スタッフ）
6日 １４時～

…よみきかせ（にじのはし）
12日 １１時～
26日 １１・１４時～
…ストーリーテリング
（おはなしオルゴール）
19日 １４時～
…よみきかせ
（苫小牧こどもの本の会）
20日 １4時～
…赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば
18日 10時～
…市民のための医学講座
19日 13時半～
…ナイトミニシアター
9日・23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
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9日『インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国』
洋画 吹替 122分
23日『アバウト・タイム 愛おしい時間について』 洋画 字幕 123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
タ
ミ
ー
ニ
ア
シ
編集後記
あけましておめでとうございます！本年も図書館をよろしくお願いい
たします。皆様は今年の目標は立てられましたか？私はそろそろ運
動不足が心配になってきたので、ちょっとした運動を毎日していきた
いと思っています。三日坊主にならないように頑張ります。（N）
４
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