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中央図書館月間カレンダー１１月

月
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木
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土

日

１
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★15：00～15：30
よみきかせ会

３

４

○おはなし広場
全年齢対象
申し込みは不要です

○すぐ使えるわらべ唄・
手遊び実践講座

５

６

７

（託児希望者は事前申
込）

８

９

☆11：00～11：30
よみきかせ会
◇14：00～14：30

♫たかやまみかさん
トークライブ 13：30
※参加には事前申込が
必要です

紙芝居

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
◆14：00～14：30
ストーリーテーリング
おはなし会

休館日

★15：00～15：30
よみきかせ会

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３
☆11：00～11：30
☆14：00～14：30
よみきかせ会

休館日

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
館内整理休館日

♫芭蕉「奥のほそみち」
～その旅と詩～
※参加には事前申込が
必要です

【 １ １ 月】
図書館ミ ニシアタ ー
● 一般向け
「 Li t t l e DJ
小さ な恋の物語」
128分

図書館文化セミ ナー
開催のため
お休み

● 一般向け
「 リ ン カ ーン 」
151分

○ 子ど も 向け
「 ペネロ ベ
楽し く て大忙し 編」
30分

●○ 一般・ 子ど も 向け
「 マダガスカ ル」
86分

【 ミ ニシアタ ーのご 案内】

★ 苫小牧子どもの本の会 ◆ おはなしオルゴール
☆ にじのはし ◇ 紙芝居おじさん（会場：サンガーデン)

会場 2階講堂
時間 13: 30～
入場無料・ 申込不要
※５ p目に映画の詳細がご ざ いま す

たかやまみかさんの
ちまちま人形展＆トークライブ

芭蕉「おくのほそ道」～その旅と詩
松尾芭蕉。彼が『おくのほそ道』で書き残したものはただの
旅路ではなく、空想や虚構を交えた芭蕉独自の表現世界
でした…。芭蕉はどのような旅路を歩み、何を想い歌ったの
かを釧路公立大学名誉教授である森山弘毅氏をお招きし
て探っていきます。

展示期間 ：10月28日(火)～11月27日(木)
トークライブ ： 11月９日(日) 13時30分開演
（開場13時）
場
所 ：【人形展】中央図書館一般閲覧室
：【トークライブ】中央図書館２階講堂

【日

（※要事前申し込み トークライブ定員 70名）

札幌市在住のイラストレーター高山美香さん。
彼女の制作する粘土人形は巷では「ちまちま人形」と呼ばれています。
少し取っ付きにくいイメージのある偉人や文豪について、人形の展示と
高山さんのトークと通じて彼/彼女たちの作品を手に取って下さる方が
増えることを祈って、
人形展とトークライブを開催します。

１

【場

程】： 11月29日(土)
13時30分 開演（開場13時）
所】：中央図書館２階講堂
（※トークライブ定員 70名）

【お申込み】
11月1日（土）９：３０より受付
電話または直接中央図書館カウンターへどうぞ
(℡：0144-35-0511)
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一般書コーナー

『鳥の巣

50個の巣と、50種の鳥たち

『坂東蛍子、日常に飽き飽き』

』

神西 亜樹／著 新潮文庫nex ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄ B F ｼ

シャーロン・ビールズ／著
上田 恵介／監修
石田 亜矢子／訳
グラフィック社
488.1 ﾄ

きれいな鳥。カラフルな鳥。大きな鳥やちいさな鳥・・・。
鳥の写真集はたくさんありますが、この本は鳥ではな
く「鳥の巣」がメインの写真集です！鳥の大きさや色が
違うように、彼らの作る巣も大きさや使う材料がまっ
たく違います。中には貝殻を使った巣も…！世界中の
５０種類の鳥たちの５０通りの巣を写真と鳥のイラスト
付きでご紹介しております。生態に関しても詳しく記
載されていますので、どのような環境があってこんな
巣を作ったのかもわかっちゃいます！まさに建築アート！
と言わんばかりの巣をぜひご覧ください。個人的なオ
ススメの巣は36ｐのカリフォルニアムジトウヒチョウの巣
です。まさにイメージしたとおりピッタリの鳥の巣！といっ
た王道の形をしております！

これは、二人の仲直りのおはなし。
爵位持ちのぬいぐるみ、哲学者たる猫、公園のおっさん、
衛星を操るタクミ、ところてん小学生と金持ち小学生、完
全なる傍観者閻魔大王、第四惑星(仮称)から来た派
遣員、今は只の男子高校生・和馬、組長の娘と警視総
監の息子、間違ったハードボイルド、ヤンキーで普通の女
子高生、人形師の孫で蛍子と絶交中：満、そして物語の
主人公で美少女高校生：蛍子。
登場人物みんなで一つの事件にしっちゃかめっちゃか。
展開のコロコロ変わる疾風怒濤の物語です。正直、真の
主人公はロレーヌですね！
新しく創刊された「新潮文庫nex」。大賞受賞のこの本以
外にも「彩雲国物語シリーズ」の雪乃紗衣さんや、「心霊
探偵八雲シリーズ」の神永学さんの新作も刊行されてい
ます。
「キャラクター」と「物語」「文学」の融合。今後刊行される
作品にも要注目です。

すぐ使えるわらべ唄・手あそび実践講座
新篠津村在住の吉竹栄子さんを講師に迎え、手あそびやわらべ唄をたのしく身に
つける実践講座を１１月４日（火）１３時３０分より、
苫小牧市立中央図書館２階講堂にて行います。吉竹さんのレクチャーで明日
からすぐに使えるわらべ唄や手遊びをたのしく身につけてみませんか？事前のお
申し込みは不要となっていますので、当日直接図書館までおこしくださいませ。

おはなし広場

※全年齢対象

おはなし広場といえば『赤ちゃんとたのしむはじめての絵本広場』ですが、
今回のおはなし広場は全年齢対象のおはなし広場となっております！
そしてなんと初の試みの英語絵本の読みきかせを泉野小英語ボランティアスマ
イルさんよりしていただきます！ほかにもたのしいおはなしの読みきかせもあります！１１月
３日(月・祝）１３：３０より中央図書館２階講堂で、定員７０名（先着）にてお受
けしておりますので、直接中央図書館までお越しください！なお、プログラムは変更する
場合もございますのでご了承おねがいいたします。

２
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第４２回夏休み読書感想画
コンクール応募作品を展示します！
ことしの夏休み終了後、第４９回夏休み読書感想文コンクールと、第４２回夏

休み読書感想文画コンクールが行われました！
小中学生の子たちからたくさんの感想文や色とりどりの感想画が送られてきました！感想文
を少しだけ読ませていただきましたが、内容が伝わってくるだけじゃなく、まるで作品に対する
ラブレターの様な素敵な文章でした！感想画は水彩画、クレヨン画、切り絵など、個性

豊かな作品がいっぱい！
そして、その中の優秀作品には特別な賞を送らせていただきました！
感想画は１１月５日（水）～１１月１１日（火）まで２階の通路にて展示しておりま
す！ふだん２階には行かない方も、ぜひお立ち寄りください！お気に入りの一枚を見つ
けてみてくださいねっ！！！
【先行予告】１２月は『ぬいぐるみ』用意しておくといいことがあるかも！？

『かいけつゾロリシリーズ』 原ゆたか/作 913 ｶ
いつもなら新しい児童書や絵本のオススメをしていますが、今回は趣向を変えてみなさんご存知の
『かいけつゾロリ』シリーズをご紹介したいと思います！
小学生に大人気のこのゾロリは、イシシ・ノシシというイノシシの子分を連れて「いたずらの王者」「お嫁
さんをもらうこと」「自分の城を持つこと」を目指して旅を続けています。天才的ないたずら能力で、いろ
んなガラクタやゴミからいたずらをするためだけにロボットをつくったり遊園地を建てたりとすごい発明
をします。ただ、人を傷つけたり悲しませたりするいたずらは絶対にせず、おっちょこちょいで心優しい
かったりと、子ども心をくすぐるようなダークヒーロー的な要素も持っているとても魅力的なキャラクターに
なっています。イシシ・ノシシやゾロリママをはじめとした脇役にも魅力的な個性があり、ただの脇役で
はなく愛着がわくようなキャラクターが多いこともこのシリーズの人気の一つだと思います。もともとは「ほ
うれんそうマン」という別作品に登場していた怪傑ゾロ風のかっこうをした敵役のキツネのキャラクター
だったのですが、1987年の「かいけつゾロリのドラゴンたいじ」でスピンオフデビューを果たし、2014年11
月現在「かいけつゾロリの大まじんをさがせ！！」まで55作も出ています。あと３年でスピンオフデビュー
30周年を迎えます。子どものころ読んでいた方も、これから読む方もぜひ児童コーナーへお越しくださ
い！

【オススメゾロリシリーズ】
『かいけつゾロリのゆうれいせん』『かいけつゾロリけっこんする！？』

『かいけつゾロリのママだーいすき』『かいけつゾロリたべられる！』
『かいけつゾロリのたべるぜ！大ぐいせんしゅけん』
『かいけつゾロリなぞのスパイとチョコレート』
『かいけつゾロリのようかい大リーグ』
３
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参考図書室／郷土行政資料室コーナー

【こんなレファレンス受付けました】

レファレンス

Q:ペスタロッチー教育賞とはどういった賞なのですか？
A:ペスタロッチーさんが設立した賞…ではありませんでした。
民衆教育の父と呼ばれるスイスの教育家、ヨハン・ハインリヒ ペ
スタロッチー（1746-1825）を研究して戦後の教育の発展に貢献し
た教育学者 長田新を記念し、彼が教鞭をふるった広島大学大
学院教育学研究科が1992年に設立した賞、というのが正解でし
た。一般的にはペスタロッチと長音を加えずに表記しますが、長田
氏が好んでペスタロッチーと表記していたのでこの賞の正式名称
は『ペスタロッチー教育賞』になります。名前だけで見るとカーネ
ギー賞のような外国の賞に見えますが日本の賞でした。

今回のレファレンスで使用した資料

レファレンスは「参考」「参照」
を意味する英語です。
図書館では、所蔵する資料やインターネッ
ト等、複数のソースを用いて、お客様の調
査・研究の支援することを「レファレンス
サービス」と称しています。
……何だか難しそうですが、何かわからな
いな？と思った時に、図書館員にお尋ねい
ただければ、たくさんの情報をもとにスッキリ
とするお手伝いをします……ということです。
左に紹介する事例に限らず、暮らしの
中で、疑問符が生じたときは、まずは図書
館にお越しください。

賞といえば、最近発光ダイオードの発明で３名
の日本人がノーベル賞を受賞しましたね！赤・
緑のダイオードは早い段階で完成していたそう
ですが、青は発色が非常に難しいそうです。し
かし、偶然にも大成功してついに光の三原色
がそろい、たくさんの色を表現できるようになっ
たそうですよ！すごいですね！

…

① 日本の賞 377.7
② 広島大学ホームページ
２階 参考・郷土担当スタッフの“おすすめ本”

「新訂 全国地名駅名よみかた辞典 平成の市町村大合併対応」
日外アソシエーツ編集部編
いわゆる「平成の市町村大合併」により、当時3,000以上あった市町村は2006年9月1日現在1,819市町村となっ
た。すべての市町村合併がスムーズに進められたとは言えないようで、新市町村の名称に対する住民の関心は
強く、名称が決定するまで時間を要したり、候補の名称に批判が集中したことを一因に合併自体が白紙撤回
になったところもあり、土地固有の名称がそこに住む人々にとっていかに大事であり愛着のあるものなのかがわか
る。市町村合併により消えてしまった旧市町村の名称も、現在の市町村名を参照する形で掲載されている。

『辞世の言葉で知る日本史人物事典』
西沢 正史／編 東京堂出版 281.0 ｼ
人生最後に言いたいことは何でしょう？来世への願いや人生の未練・無念、感謝や悔悟、死に対しての慨嘆、悲しみ
に妄執、教訓に警鐘、ちょっと面白おかしいものや胸をうつものまで、おそらく人の数だけ言い残したいことはあるでしょ
う。この本では古代から江戸時代まで、日本史に登場する８２人をとりあげ、辞世の言葉、現代語訳、詠まれた状況
を解説しています。

※参考・郷土資料室からのお願い※
資格・年齢等の条件に関係なくどなたでもご利用いただけますが、お願いごとがいくつかございます。
★鞄などの持込みは出来ません。入口にコインロッカーが御座いますので筆記用具類のみお持ちに
用ください。
★椅子や机などもございますが、自習はご遠慮いただいております。自分の資料を持ち込んでの
合は、電子情報サロン隣に自習室がございますのでそちらをご利用ください。
４

なってご利
自習の場
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移動図書館車 『とまチョップ号』巡回スケジュール
中央図書館ホームページ
http://www.tomakomai-lib.jp
画面右下の
「とまチョップ号巡回スケジュール」
をクリック！

ホームページでも
確認できます！

ここ！

日付 曜日

と
ま
チ
ョ
ッ
プ
号
【
月
11
度
】
巡
回
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

4
5
6
7
11
12
13
14
18
19
20
21
25
26
27
28

火
水
木
金
火
水
木
金
火
水
木
金
火
水
木
金

巡回スケジュール
午前
午後

明野７号公園(13:４0～14:20)

午前

旧はなぞの幼稚園(10:00～11:00)

ウトナイ小学校(14:40～15:40)

午後

苫小牧民報佐野販売店前(13:40～14:20)

日新小学校前(14:40～15:00)

午前

苫小牧民報藤貫販売店前(10:00～10:20)

保育園巡回

午後

あけの公園(13:30～14:20)

緑葉公園(14:50～15:40)

午前

保育園巡回

午後

山手公園(13:40～14:20)

苫小牧熱供給（14:40～15:50）

午後

ときわ中央通り交差点南(13:40～14:05)

澄川7丁目中央通り(14:25～14:50)

午前

永福2丁目公園(10:00～10:20)

日吉4丁目公園(10:40～11:00)

午後

川沿5丁目公園(13:40～14:10)

しらかば公園(14:30～15:00)

午前

望洋台北公園(10:00～10:20)

保育園巡回

午後

苫小牧あおば幼稚園(13:30～14:20)

西町公園(14:40～15:50)

午前

保育園巡回

午後

有珠の沢5丁目バス停前(13:40～14:20)

苫小牧熱供給（14:40～15:50）

午後

明野７号公園(13:４0～14:20)

ウトナイ小学校(14:40～15:40)

午前

旧はなぞの幼稚園(10:00～11:00)

午後

苫小牧民報佐野販売店前(13:40～14:20)

日新小学校前(14:40～15:00)

午前

苫小牧民報藤貫販売店前(10:00～10:20)

保育園巡回

午後

あけの公園(13:30～14:20)

緑葉公園(14:50～15:40)

山手公園(13:40～14:20)

苫小牧熱供給（14:40～15:50）

午後

ときわ中央通り交差点南(13:40～14:05)

澄川7丁目中央通り(14:25～14:50)

午前

永福2丁目公園(10:00～10:20)

日吉4丁目公園(10:40～11:00)

午後

川沿5丁目公園(13:40～14:10)

しらかば公園(14:30～15:00)

午前

望洋台北公園(10:00～10:20)

保育園巡回

午後

苫小牧あおば幼稚園(13:30～14:20)

西町公園(14:40～15:50)

有珠の沢5丁目バス停前(13:40～14:20)

苫小牧熱供給（14:40～15:50）

糸井小学校前(15:20～15:50)

午前
錦岡西14号公園(15:10～15:40)
日新小学校前(15:20～15:50)

午前

糸井小学校前(15:20～15:50)

午前
午後
午前
錦岡西14号公園(15:10～15:40)
日新小学校前(15:20～15:50)

午前
午後

※10月より一部ステーションの巡回時間に変更がございます。ご注意ください。

図書館ミニシアター
１１月２日 128分

１１月２３日 30分

『Little DJ 小さな恋の物語』

『ペネロペ みんなともだち編』

病気で入院中の気弱な少年がラジオＤＪとなった。彼の放送によ
り、病院全体が明るい雰囲気に包まれてみんなを元気にして
いったが、少年の病状は日に日に悪化していく・・・。鬼塚忠原作
の小説の映画版です。

みんな大好きちいさなコアラの女の子「ペネロペ」シリーズです。「よ
うちえんへいく」など、全７話収録のやさしいタッチで描かれた短編
映像集で、ちいさなお子さんでも飽きずに楽しく観ることができま
す。

１１月１６日 151分

１１月３０日 86分

『リンカーン』

『マダガスカル』

「すべての人に自由を」19世紀中頃、アメリカ南北戦争時代の政
治家『エイブラハム・リンカーン』南北統合や不可能だと言われた
奴隷解放運動。それを成し遂げた彼の人生をスピルバーグ監督
がお送りします。

大都会にある動物園から逃げ出したシマウマ・ライオン・キリン・
カバの４人（匹？）が辿り着いた野生の楽園マダガスカル島。都会
で野性をすっかり忘れて育った４人はどうなってしまうのか！？フル
ＣＧアニメです。

※１１月９日の子ども向けミニシアターは、図書館文化セミナーの為お休みです。
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あべ弘士さん原画展『クロコダイルとイルカ』
10月15日から26日まで中央図書館１階にて「あべ弘士さ
ん作『クロコダイルとイルカ』」の原画展示を行っておりまし
た。クロコダイルがイルカのアヤカを食べようとしますが、
アヤカはもっと世界が見たいからいまは食べないで！
と言って去っていきます。クロコ
ダイルはアヤカが戻ってくるのを
信じてひたすら待つという作品なの
ですが…。原画をご覧になれなっか
った方はぜひ絵本を読んでみて下さ
い！映画「じんじん」の中で作られ
た話なので、映画の方を観てみても
いいかもしれませんね。他の絵本も
ぜひ手に取ってみてくださいね！

トヨタ自動車北海道㈱さんからの寄贈がありました！
毎年寄贈を頂いておりまして、本の寄贈は今回で17回目。
全１４１冊です！！
字の大きな「大活字本」が８タイトル全15冊！中央図書館の児童書で２１冊！
そして移動図書館には105冊！！ニューフェイスが登場です～
０、１歳児におすすめの絵本や、乗り物の本で人気なもの。「きかんしゃトーマス」の
紙芝居に、「にじいろのさかな」や「名探偵コナン」シリーズ、季節と行事の読み聞
かせ絵本、そして皆さんをお待たせしている予約多数本…などなど。
図書館スタッフがあれこれ悩んで選びましたので…ぜひぜひ手に取ってみてくだ
さい！

狐火の家

上・下

おこだでませんように

貴志

祐介

大活字

くすのきしげのり，石井聖岳

大きな運転席図鑑ぷらす

大型
53オ

こないかな、ロバのとしょかん

モニカ・ブラウン／文

Eｺ

クリスマスのおかいもの

たしろ

Eｸ

りんごかもしれない

ヨシタケ

１００１のさがしものシリーズ

テリ・ガウアー／絵

Eｾ

トーマスとしゃしん

ウィルバート・オードリー／原作

Pﾄ

ルパン三世vs名探偵コナンTHE MOVIE

モンキー・パンチ，青山

913 ﾙ

想い雲

高田

郁／著

BFﾀ

捜査組曲

今野

敏／著

Fｺ

つばき

山本

一力／著

Fﾔ

和田

竜／著

Fﾜ

おかげさまで生きる

矢作

直樹／著

147ｵ

白洲正子のきもの

白洲

正子／著

593.8ｼ

手塚治虫原画の秘密

手塚プロダクション／編

726.1ﾃ

池波正太郎と歩く京都

池波

910.268ｲ

村上海賊の娘

上・下

ちさと／作
シンスケ／作

正太郎／著

６

Eﾘ

剛昌／原作
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ちまちま人形展開催中！！
先月28日から一階カウンター前と奥の文学コーナー２か所で

『ちま

ちま人形展』を開催中です！

こんなのとか…

こんなのとか…

こんなのとか…

ね？実物が見たくなってきたでしょう？
１ページにも掲載していますが11月9日（月・祝日）１３時３０分より、このちまちま人形の制

作者である高山美香さんをお招きしてトークライブを開催いたします。制作時の苦労話や裏
話など、いろんなエピソードが聞けるかも！？
中央図書館のカウンターにて整理券を無料配布しています（※定員７０名）。電話での受
付もおこなっております！めったに無いこのチャンス、ぜひぜひお誘い合わせの上お越しくださいませ！
お待ちしておりまーす！！！
７
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みなさんにおすすめしたい本を展示しています

エントランス＆カウンター前「苫小牧・日光交換展示」
苫小牧の姉妹都市は？と言われて皆さんの頭に最初に浮かぶ町はどこでしょうか？それぞれ答えは違うと思います
が、この度御縁がありまして栃木県日光市の図書館と交換展示を行う運びとなりました。ポスターや観光パンフ
レットなど苫小牧ではあまり見ることの出来ない日光の郷土資料の展示を行います。これを機会に皆様の日光市
への理解が深まれば幸いです。苫小牧の姉妹都市は4つ！残りは八王子市（東京都）、ネーピア市（ニュージーラ
ンド）、秦皇島市（中国）です。
ちなみに、王子製紙のティッシュ「ネピア」はネーピア市から由来されています。なんとなく語感がかわいい響きがし
ますね！妹の方は「ネピネピ」です。こっちもかわいい。

季節展示「仕事に励む女性にエール☆」
１１月２３日は祝日「勤労感謝の日」です。元々は「新嘗祭（にいなめさい）」という収穫祭のようなものでしたが、現在
では働くことや働く人に感謝する日になっています。ところで働くことは男だけの仕事ではありません！世の中には″
女性が活躍する仕事″もたくさんあります。中には男顔負けの仕事も・・・！今回の新刊棚横の季節展示では「働
く女性」をテーマに本をあつめてみました。国内のみならず海外、そして宇宙まで・・・バリバリ働く女性ってなんだか
かっこいい！

ミニ展示「クールジャパンの原点は古典にあり！」
皆さんは、日本の古典に対してどんなイメージを抱いていますか？古臭い、難しい、つまらないの三重苦だと思って
いる方はいませんか？そんな貴方にこそ読んでほしい、日本が世界に誇る古典に様々な切り口で迫った本を集め
ました！今や海外でも愛読されている『源氏物語』が歴史上初めて記録された日を記念して、１１月１日は「古典の
日」となりました。全国で古典熱が高まっている今こそ、昨今話題のクールジャパンにも通じる古典の面白さをご堪
能あれ！

２階通路展示「王子軽便鉄道（山線）」
明治41年（1908年）から半世紀の間、苫小牧から支笏湖の間にSL機関車が走っていたのをご存じでしょうか？王
子製紙の苫小牧工場の電力確保のため千歳川発電所の建設がスタート。その資材運搬の為に最初は馬車鉄
道（レール上の台車を馬車が引く）を敷設したのですが馬車では間に合わず、代わりに蒸気機関車を導入するこ
とになりました。こうして走り始めた重量８トンの小さな蒸気機関車を人々は親しみを込めて『山線』と呼びました。
蒸気機関車の代名詞と呼ばれたD51の燃料積載量が約８トンですので、本当にかわいらしいサイズのSLだったよう
です。唯一現存する４号車は市内王子町のアカシア公園に保存されています。案内板にスペックの詳細なども書
かれています。展示をご覧になって興味の湧いた方は実物を見に行かれるのも良いのではないでしょうか？

編集後記

‐光陰矢のごとし‐

もう11月です。来年の話をすると鬼が笑うと言いますが、気が付いたら来年になってそうで怖い今日この頃です。暖か
い部屋！本！炬燵！最高の組み合わせだと個人的には思います。炬燵の魔の手からは逃れられない…。そういう場所
でエッセイのような深く考えずに読むことのできる物を読むのが至福の時です。普段読んでいる文章とは違う作家さ
んの一面が見れてニヤニヤできます。
最後にぱぴるす編集部からのお知らせです。来年の1月号からぱぴるすのサイズが一回り小さくなります。具体的に
はA4→B5に変わる予定です。小さくなってもクオリティは維持していきたいと意気込んでおりますので、今後もぱぴる
すをよろしくお願いします。

【図書館よりお知らせ】
① 開館時間は朝９時３０分から夜２０時までです。
② 祝日月曜日は開館してます。振替休館はありません。
③ 図書館のイベント情報を、
館内電子掲示板にてお知らせしております。
④ 飲食は２階リラックススペースか、
サンガーデンをご利用ください。
※一般書・児童書閲覧室への飲食物の持ち込みは原則禁止となっております。
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