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４

５
休館日

６ ７ ８ ９ １０
☆11：00～11：30
よみきかせ会

◇14：00～14：30
紙芝居

１１

１２ １３ １４ １５ １６ １７
◆14：00～14：30
ストーリーテーリング
おはなしの時間

１８
★15：00～15：30
よみきかせ会

１９
休館日

２０ ２１ ２２ ２３ ２４
☆11：00～11：30
☆14：00～14：30
よみきかせ会

２５

２６
休館日

２７ ２８ ２９ ３０
館内整理休館日

３１

【１月】
図書館ミニシアター

● 一般向け

「嵐が丘」

104分

○ 子ども向け

「スノーマン」

26分

○ 子ども向け

「ペネロベ

みんなともだち編」

35分

●○ 一般・子ども向け

「君に届け」

128分

猫田記者（♂・２歳半） 

☆新年あけましておめでとうございます☆ 
【緊急速報】新年早々ぱぴるすが 
          猫田記者にジャックされました！！ 
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ぱぴるす 2015年    月号 1 
中央図書館月間カレンダー１月 

【開館時間】 
9：30～20：00 

１ 

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

にゃしし。「ぱぴるす」を手中に
収めることに成功したにゃり。 
なまっちょろい人間の記者に 
代わってこの猫田がぱぴるすを 
征服してやるにゃり・・・！ 

なんてかわいいおそろしいんだ猫田記者！どうなるぱぴるす！？ 

【ミニシアターのご案内】 

  会場 2階講堂 

  時間 13:30～ 

入場無料・申込不要 
※５pに映画の詳細がございます 



 
 2015年がはじまったにゃん。せっかくにゃので今年がAnniversary Yearだったり、没後○年で
注目すべき人・ものを教えてやることにするにゃ～。 
 雑誌でいうにゃら「婦人画報」が110周年、新聞では「日刊工業新聞」が創刊100周年だニャ。 
 作曲家では、アレクサンドル・スクリャービン、セルゲイ・タネーエフ、レナード・バーンス
タイン、ジャン・シベリウス、ニコロ・パガニーニ、ピョートル・チャイコフスキーにゃんか要
注目だにゃ。久石譲さんも生誕65周年で現役バリバリにゃんだにゃー。 
 ギタリストのレス・ポールは生誕１００周年。あとはエルヴィス・プレスリーも生誕８０周年
の年だニャー。デビュー当時は、彼の演奏するときの腰の動きで女の子は黄色い声を上げて、下
手をすれば気絶！テレビ放映の時に上半身アップで下半身は放送禁止になるぐらいセクシーで
かっこよかったものだにゃん…。(豆知識) 
 歴史好きの方にゃら、かの徳川家康公が没後４００年になるのにゃ！幕府を開いた時点で相当
なお爺ちゃんだったんだにゃ。鯛の天ぷら死亡説は本当にゃのかにゃ…。あと大阪夏の陣からも
400年なので、武将マニアは熱くなる年だにゃ。新撰組では永倉新八と斉藤一がちょうど没後１０
０年にゃーん。 
 他の有名人だと～画家のゴッホは没後125年。映画監督のオーソン・ウェルズ、テレンス・ヤン
グ、市川崑は生誕100周年。政治家のチャーチル・黒人解放運動で有名なマルコムＸは没後50年。
ヒトラーが自殺したのは70年前。11代目市川團十郎も同じく没後50年。白洲次郎は没後30年。 
 ラスト作家たちだにゃあ！ 
 絵本・挿絵画家のターシャ・テューダーが生誕１００周年を迎えるニャッ！ 
 三島由紀夫 代表作「金閣寺」「潮騒」「鹿鳴館」「青の時代」「宴のあと」‐生誕90周年！ 
 山口瞳 代表作 週刊新潮にて31年間休載なしで連載した「男性自身」シリーズ‐没後20年！ 
 江戸川乱歩 代表作「二銭銅貨」「人間椅子」「蜘蛛男」「怪人二十面相」‐没後50年！ 
 谷崎潤一郎 代表作「春琴抄」「刺青」「細雪」「秘密」「痴人の愛」‐没後同じく50年！ 
    今年もたくさん図書館で本を読むＮＹＡ！！ 

一般書コーナー 
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 『吾輩は猫である』 夏目漱石／著 

２０１５年、注目ワード ～こいつらの本を読むべしだにゃん～ 

「吾輩は○○である」というフレーズ。だれもがどこかで聞いたことがあるでしょう。たとえば「吾輩は
ヒトである」「吾輩は女である」などなど。その原点(？)とも言えるのが、この夏目漱石作の『吾輩は猫
である』です！タイトルは聞いたことあるけども、実際に読んだことはないって方は多いのでは？筆者も
読んだことはなかったのですが、猫田記者にオススメされたので読んでみました。なかなかユーモア溢れ
る作品で面白かったです。主人公は猫。野良の黒猫です。そして名前はありません。自分のことを「吾
輩」と呼び、珍野苦沙弥(ちんのくしゃみ)という英語教師に面倒をみてもらっています。最初は珍野家に
仕えてる下女（現代でいう家政婦）に追い払われたそうですが、苦沙弥によって家に置いてもらえること
になりました。珍野家にはいろいろな人間が出入りしていたので、「吾輩」はその人間たちを観察するこ
とによっていろいろな経験をしていきます。そして徐々に「吾輩」は人生というものを悟っていく・・・。
といったあらすじになっております。この「吾輩」は最後にどうなるのか？それは読んでからのお楽しみ
です！この作品は漱石自身を有名にした出世作でもあります。書き始めた動機は、ロンドン留学から帰っ
てきて気疲れしていた漱石に、友人が「気晴らしに書いてみれば？」と言ったことだそうです！そして、
猫視点で人間を客観的にみるというのは、いまでこそよくある書き方の一つですが、当時の文学界に衝撃
を与えた作品でもありました。気晴らしのつもりで書いた作品がこうなるとは漱石自身も思っていなかっ
たのではないでしょうか？ちなみにこの「吾輩」は２歳くらいだそうです。 
猫田記者はものすごく親近感が湧いていたそうな（笑）。モデルとなった猫もちゃんといたそうですよ！ 

吾輩は 
猫田である！ 



 

募集！冬休み読書感想文！ 
 
市内の小・中学生を対象に、冬休み読書
感想文コンクールを行います。冬休み期
間中に読んだ本(漫画・挿絵本・学習テキ
スト除く)の感想文を応募して頂き、その
中から優秀作品を審査致します。みごと
入選された方には、中央図書館で表彰式
を行い、賞状・副賞の進呈を行います。
ポスター・応募要項は各学校に配付して
おりますので、詳しくはそちらをご参照
ください。 
 
図書館では、読書感想文にぴったりの本
を集めた棚もございます。文章の書き方
がのっている本もありますよ。本を読ん
で、湧き上がってくる熱い感情を文章に
おこし、冬休み読書感想文コンクールに
応募してみませんか？ 
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 児童コーナー            

『こぐまのクーク物語 森のレストラン』 かさいまり／作 KADOKAWA 913 ソ 
  

クークは北の森でくらすこぐまの男の子。クークのおうちは≪森のキッチン≫というレストラン
です。クークのお父さんとお母さんがレストランを建てた時のおはなしや、子どもたちだけのお
料理会のおはなしなど、おいしくてかわいいおはなしがたくさん詰まっています。物語の最後に
は、登場したお菓子やお料理のレシピがのっています。 

『トマス・ジェファソン 本を愛し、集めた人』バーブ・ローゼンストック／文  
                                さ・え・ら書房 E ト 

 

アメリカ独立宣言を書き起こしたトマス・ジェファソンは、本をこよなく愛した人でもありまし
た。彼のたくさんの本は、世界でもっとも大きい図書館の基礎となり…。アメリカの建国に力を
つくした大統領トマス・ジェファソンの半生を、彼の残した言葉とともに描いた伝記絵本です。 

『ひとりぼっちのミャー クリスマスのよるに』たしろちさと／文・絵 女子パウロ会 E ヒ 
 

街中にぎやか、誰もが楽しいクリスマス。そんなクリスマスに、寒い外でひとりぼっちの子猫の
ミャー。ミャーだけかわいそうなクリスマスを過ごすのかな…？いえいえ、クリスマスは誰にで
もあたたかい贈りものが届きますよ。そう、サンタクロースにも！英語での文章表記もあり、小
学校高学年から中・高生にもおすすめです。 

『空へ』 いとうみく／作 小峰書店 913 ソ 
  

たくましい父ちゃんの突然の死。小学六年の陽介は幼い妹と母を必死で守ろうとします。家族を
守りたい、でも、やりたいこともあきらめたくはない。小学生の自分にはまだできないこともた
くさんあるという現実にぶつかり、葛藤する陽介やクラスメイトたち。やがて、祭りの季節が
やってきて、陽介は父ちゃんが大好きだった神輿担ぎに挑戦しますが・・・。冬休み、小学校高
学年から中学生にぜひ手に取っていただきたい一冊です。 

 

かさいまりさんの 
  原画展を行います！ 
 

温かで優しい作風のかさいまりさん。図書
館でも、もちろん大人気の作家さんです。 
そのかさいまりさんの原画展を、苫小牧市
立中央図書館で開催することとなりました
～！！！！！ 
一般カウンターの前にて無料でどなたでも
自由にご覧いただけます。 
2015年の幕開け、かさいまりさんの原画展
を見て、優しい気持ちになりませんか？ 
 

日にち  1月15日(木)～1月25日(日) 
場 所  苫小牧市立中央図書館１階 

    一般カウンター前 
 

かさいまりさん作の「ねずみのふわふわけいと」に 
出てくるねずみが気になるにゃり 



いけません！！！ 
図書館では新聞を大切な資料として長い間保存しています。おもちゃにしてはいけません。 
一番古い原紙だと昭和26年（1951年）の北海道新聞があります。 
過去の新聞は閉架書庫というところに保管していますので、閲覧希望の方はお声かけください。 

猫田記者の 
 二階潜入レポート！ 

参考図書室／郷土行政資料室コーナー           
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【こんなレファレンス受付けました】 

Q：ナナカマドはお正月の祝い事に飾っても良いのですか？ 

A：燃えにくく七回竈に入れても燃え残る、七回竃を壊す、
など複数の由来があるようですが、縁起が悪いという記
述は見つけられませんでした。 
ヨーロッパでは北欧神話に登場する雷神トールが大洪水
に遭った時にナナカマドの木に助けられ難を逃れたとい
う逸話があり、船を造るときにこの木の板を一枚用いて
水難除けのお守りにしたそうです。また、ヨーロッパ各
地にこの木の枝を使った十字架を魔除けに使う風習もあ
りました。日本にも雷除けとして軒先に植える地域もあ
ります。 

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   
なってご利用ください。 
★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     
自習の場合は、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。 

※参考・郷土資料室からのお願い※ 

ナナカマドといえば苫小牧市の木という
のは皆様ご存じの通り！…ですよね？ち
なみにナナカマドが町の木に指定されて
いる市町村は道内に34市町村！北海道の
市町村が現在179市町村なのでおよそ1/6
がナナカマドの町になる計算です。 

ナナカマドっ
て食べられま
すかニャ？ 

A:食べられないことはないです。でも
猫が食べて大丈夫かは不明。 
苦くておいしくないため、日本では果
実酒の香り付けに使われる程度です。
ヨーロッパ、イングランドではタルト
の具としてよく使われるそうです。 
食べてみたいような少し怖いような…。 

前回の猫田記者 昨年5月、ふらりとあらわれ冷蔵庫 
ブックシャワーの謎を解明していった猫田記者。 
今度は2階参考図書・郷土資料室の謎に迫る！ 

参考図書・郷土資料室といって色々な調べものができる本や新聞、北海道・
苫小牧に関係する資料がある部屋です。猫田さんも本が出版されるような
ビッグな猫になればここに猫田コーナーができるかもしれませんよ？ 
ちなみに飲食禁止の部屋なので食べ物や飲み物などがあったら入口のロッ
カーに預けて下さいね。 

新聞がいっぱいだニャ。 
おもちゃにしていいですかニャ？ 

   ☆今回のレファレンスで使用した資料☆ 
 

  ① 世界の食用植物文化図鑑 471.9 ｾ   
 ② 知りたい北海道の木 H653.2 ｼ  

    ③ 語源辞典植物編 812.0 ｺ etc 

お腹がすいたニャ。ここに猫缶はありますかニャ？ 
この入口がロッカーに囲まれた部屋は一体なんですかニャ？ 

新聞をおもちゃに出来ずにしょんぼりした猫田記者はトボトボと１階へ降りて行った。 
しかし、そこでなにやらぬいぐるみが集まってなにかしているのを見つけたみたいです！ 



北幌高校に入学した黒沼爽子は、見た目が暗く長い黒髪
から周りに「貞子」とあだ名をつけられ、クラスに馴染
めずにいたが、クラスメイトの風早翔太としゃべったこ
とをきっかけに友情・恋愛が動き出す・・・！ 
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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！ 

移動図書館車 『とまチョップ号』巡回スケジュール 

※2014年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。 

と
ま
チ
ョ
ッ
プ
号
【  

 

月
度
】
巡
回
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

1 

図書館ミニシアター 

フランス生まれの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、絵本の雰囲
気そのままのとてもかわいらしい作品となっております。 

１月１８日 151分 

    『嵐が丘』 
１月２５日 26分 

   『スノーマン』 

１月１１日 30分 

『うっかりペネロペ みんなともだち編』 

イギリス・ヨークシャーの荒野にある館「嵐が丘」を舞
台に、復習に燃える主人公ヒースグリフの愛を描いた、
エミリー・ブロンデ原作の長編小説を映像化したもので
す。なんと原作が発表されたのは1847年だそうです！ 

名もない少年が作った雪だるま。時計が夜１２時を指し
たとき、雪だるまは命を与えられ少年と遊ぶ・・・。 
レイモンド・ブリッグズ原作の絵本を映像化した、とて
も繊細なタッチで描かれた映像となっております。 

１月４日 86分 

   『君に届け』 

日付 曜日

午前

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) 糸井小学校前(15:20～15:50)

午前 望洋台北公園(10:00～10:20)

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

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）

午前

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) 錦岡西１４号公園(15:10～15:40)

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) 日新小学校前(15:20～15:50)

午前 苫小牧民報藤貫販売店前(10:00～10:20)

午後 あけの公園(13:30～14:20) 緑葉公園(14:50～15:40)

午前

午後 山手公園(13:40～14:20) 苫小牧熱供給（14:40～15:50）

午前

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) 糸井小学校前(15:20～15:50)

午前 望洋台北公園(10:00～10:20)

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

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）

午前

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) 錦岡西１４号公園(15:10～15:40)

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) 日新小学校前(15:20～15:50)

火

金

火

水

水

木

金

水

木

火

巡回スケジュール
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23

6

7

8

9
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火

水

木

金

15

16

20

21

22

猫バスにいつか 
なれるかにゃ？ 

http://www.tomakomai-lib.jp/
http://www.tomakomai-lib.jp/
http://www.tomakomai-lib.jp/
http://www.tomakomai-lib.jp/


みなさんから預かった大事な大事なぬいぐるみ。そんなぬいぐるみたちに、 

夜の図書館を冒険してもらいました！はたしてどんな様子だったのか？ 
見つからないように、こっそりのぞいてみちゃいましょう。なにをしているのかな？ 
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ぬいぐるみのクリスマスおとまりかい    

図書館のお姉さんに「猫田もぬいぐるみと一緒におとまりしたい
にゃん♪」って猫なで声でおねがいしたら「猫はダメよ」って 
言われたにゃ・・・。屋根でふて寝してくるにゃり・・・。 

しーっ。しずかに。    → 

 
みんな、ぐっすりねむっているみたい！ 
みんなでくっついて寝ると、ぽかぽかして暖
かいね。どんな夢を見ているのかな？？ 

← 絵本を読んでいるね！ 
 
とっても楽しそう！・・・あれれ？ 
ひとりだけ、別の絵本を読んでいる子
がいる～。 

そしてそして！１２月２３日(月)には、
クリスマスおはなし会がありました♪ 

 
 ぬいぐるみクリスマス
おとまりかいに参加して
くれたお友達を対象おは
なし会を行いました。 
絵本「ぬいぐるみおとま
りかい」の作者である風
木一人さんによる読み聞
かせもありました・・・
♡ 
みんなで手遊びをしたり、
歌ったり、とっても楽し
い空間となっていました。 
最後には、なんと！サン
タさんからのプレゼント
もあったんですよ～！！ 
 



自分のページをもらえて 
    ご満悦の猫田氏 
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猫のジェントル猫田による猫のためのすてきなお話 
 Special story of the cat, by Mr.NEKOTA, for the cat            

「四月猫ヒノキの冒険」 
有紀 恵美／作 913 シ 

 

 猫田も昔聞いた話。しっぽが長い四月猫の
中でたったひとり、しっぽがないまま生まれ
たヒノキの冒険の物語にゃ。 
 しっぽがない猫の村を探そうと旅に出たヒ
ノキは、いろいろな猫たちと出会い、恐ろし
い魔法使いマジョラムと対決することになる
のだにゃ…。 
 みんなも道端の猫に話しかけてみるとこん
なお話聞けるかもしれないにゃ～？ 
 …そういえばジャンともしばらく会ってな
いにゃあ。あやつもどうしてるか…寒中見舞 
 いでもだそうかにゃあ。 

「工場猫物語」   三島正／著 645.7コ 実用 
 

 神奈川県川崎市の工場地帯に捨てられ、野良猫とし
て生きているたくさんの猫たちを支える夫妻を、写真
と文章で綴ってるのにゃ。 
 猫にとって良いこととはどういうことにゃのか…。
人間もいろいろ考えてくれているのにゃー。猫田も今
は働き頭にゃれど、かつての日々を思い出すにゃん。 

「じゅうにしのおはなし」ゆきのゆみこ／文 Ｅシ 
 
 これは猫田のみならず猫すべての屈辱の記憶…。 
 あれは…忘れもしない、神様が十二支を決めようと
したときのことだにゃ……。 
 オノレェ…ネズミィィィィィィイイイイイイイ！！ 
 はっ失礼。ちょっと少々荒ぶってしまったにゃん。
中々冷静には語れないので詳しくはこの絵本を読んで
みるにゃー。ちなみに猫田は辰年なのにゃ。 

「ブンダバー」くぼしまりお／作 913 フ 
 

 ホルムの町に住むおしじさんとリンさんの元
にやってきたのは、言葉をしゃべる猫のブンダ
バーだにゃ！ 
 人懐っこくって、やんちゃで、愛嬌たっぷり
のすてき猫だにゃん。町のみんにゃにはしゃべ
れることをないしょにしなくちゃいけにゃいん
だけど、ほんとはみんなとおしゃべりしたくて
うずうずにゃのだ。 
 さあ、ブンダバーは みんにゃと仲良くでき
るのかにゃ？！おしじさんとリンさんはもちろ
ん、動けるタンスのタンちゃん、女優さんの卵
のモモも大活躍のこのお話。シリーズもたくさ
ん出ていて、よみごたえたっぷりにゃ！ 

「作家と猫のものがたり」 
yom yom編集部／編 645.6サ 実用 

 

 猫を傍らに、座卓で原稿用紙に向かう小説家…。
そんなイメージありませんかにゃ？作家と猫はしば
しば縁があるのにゃ。一番有名なのは夏目漱石と
「名前のない」猫。この本では猫に魅了された作家
たちが、猫の色々な話をしているのにゃ。(因みに何
故か全員女性ニャ)それぞれ猫との思い出や猫につい
て思うことを書いているのでなかなか興味深いの
にゃ。人間と猫の出会いや別れは千差万別。猫田も
いつの日か相棒と出会う日がくるのかにゃ～？ 

☆レディース＆ジェントルニャン☆ 
この「ジェントル猫田」が猫にまつわるお話が書かれ
た本を紹介するのにゃん。絵本や児童書・実用書など
など、子どもたちでもおもしろく読める本を紹介し
ちゃうのにゃん。ぜひ手に取って欲しいんだにゃん♪ 

この他にも猫の本は飼い方や美しい写真集。
猫が主役の小説や偉人と猫にまつわる本も 
たくさん置いてますので、詳しくはスタッフ
までお声をおかけください！！！ 



ぱぴるすをまるごとジャックに成功（？）した猫田記者。 
しかし、彼のあくなき野望は未だにとどまることを知らない。 
「次はもっとすごいところをジャックしてやるにゃり・・・」 
とだけ言い残し、彼はどこかへと去って行った。 
猫缶で釣れば帰ってきそうな彼はもう帰って来ないのだろうか？ 
彼が去った後には芳醇なアロマの香りが漂っていた。 
猫田さん、ブックシャワーに入ってはいけませんよ・・・。 
ありがとう、猫田さん。さようなら、猫田さん。 

２０１５年もぱぴるすならびに、 
苫小牧市立中央図書館をよろしくおねがいいたします。 

２階  通路ガラス展示「図書館の歴史」 

 
       【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。 
 
 
 

 

展 示 みなさんにおすすめしたい本を展示しています 

ガイドブックではない旅行記を集めてみました！新しい一年、今年はどこに行こうかな？という方。
冬休みはまだまだ時間があるぜという方。お金は無いから本を読んで気分だけでも…という方。 
ぜひぜひこちらの展示をご活用くださいな！よしもとばななさんのエッセイなんかおすすめです。 
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苫小牧は「スケートの町」として全国的に有名です。これは、苫小牧の持つ地理的条件が大きいと
言えます。雪が少なく寒冷な気候であり、地名の（ト・マコマイ＝「沼のマコマイ川」）の由来と
もなったト(沼) が多数あり、その沼が凍ってできる天然のスケートリンクが多数存在しました。
そんな苫小牧のスケートについてまとめてみました。 

図書館ブログへのQRコードはこちら 

      ※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。 

ミニ展示「そうだ、旅に出よう。」 

１階   ガラス展示「苫小牧とアイススケート」 

     季節展示「Ｈｏｗ Ｏｌｄ Ａｒｅ Ｙｏｕ？」 

１２月中、一階ガラス展示で好評開催中だった「苫小牧市立中央図書館の歴史」展示が、２階の 
通路ガラス展示に引っ越しました。満２６年を迎え２７年目に突入しております。 
苫小牧市立中央図書館の歴史をぜひともごらんください。電子情報サロン前にて展示しております。 

新たな１年が始まりますね…今回の新刊棚横の展示はズバリ「タイトルに年齢の入った本」。あな
たは今年何歳になりますか？はたち、アラサー、はたまた永遠の１７歳でしょうか。10代からアラ
還まで幅広く集めました。入門書の類も多くありますので、新年を機に何か始めてみてはいかが？ 

Baby, Good luck. 


