
月 火 水 木 金 土 日

1
★15：00～15：30
よみきかせ会

２
休館日

３ ４ ５ ６
♫11：00～12:00
大人に向けての
絵本のよみかたり

７ ８

９
休館日

１０ １１ １２
♪13：30～15：30
ボランティア養成講座

※要申し込み※

１３ １４
☆11：00～11：30
よみきかせ会

◇14：00～14：30
紙芝居

１５
★15：00～15：30
よみきかせ会

１６
休館日

１７ １８
♫13:30～15：00
大人のための
読みかたり

１９ ２０ ２１
◆14：00～14：30
ストーリーテーリング
おはなしの時間

２２

２３
休館日

２４ ２５ ２６ ２７
館内整理休館日

２８
☆11：00～11：30
☆14：00～14：30
よみきかせ会

２９

３０
休館日

３１

【 ３ 月】
図書館ミ ニシアタ ー

● 一般向け

「 若草物語」

122分

○ 子ども 向け

「 ペネロベ

おも し ろ いこ と 大好き 編」

30分

● 一般向け

「 世界遺産

富士山水めぐ る神秘」

58分

○ 子ども 向け

「 ペネロベ

家族と いっ し ょ 編」

30分

●○ 一般・ 子ども 向け

「 ナイ ト ミ ュ ージアム」

109分

【 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
※7pに映画の詳細がございます
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ぱぴるす 2015年     月号 3 
中央図書館月間カレンダー３月 

【開館時間】 
9：30～20：00 

１ 

 ● 一般向け 
  「人生、いろどり」 
         104分  

 ○ 子ども向け 
「スノーマンと 
    スノードッグ」 
         24分 

 ○ 子ども向け 
「ペネロベ 

 ともだちがいっぱい編」 
         35分 

 ● 一般向け 
  「そして父になる」 
         128分 

【ボランティア養成講座】 
  本を棚に戻したり 

          棚の整理をしたり 
                読み聞かせをしたり…。 

図書館のお仕事をサポートして下さる方を 
募集しています！ 

   【日 時】  ３月１２日(木) 
          １３時半～１５時半 
   【場 所】  中央図書館２階講堂 
   【対 象】  １８歳以上 
   【活動場所】  中央図書館 
           ※当日は筆記用具をお持ちください 

雑誌リサイクル市 

除籍になった雑誌、 
差し上げます！！！ 

３月２１日(土・祝)９時半より、 

中央図書館１階エントランスにて『雑誌リ
サイクル市』を開催します。図書館での保存期

間が終了した除籍雑誌 

約９０タイトルを譲渡いたします。 
バッグや袋をご持参下さい。 

 

※無くなり次第終了とさせていただきます。 

【お申し込み】 
3月12日（木）当日まで受付しております 

電話または直接中央図書館カウンターへどうぞ 
             (℡：0144-35-0511) 



一般書コーナー 
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【彼らこそＳｕｐｅｒｈｅｒｏｓ！！！】 
 

超人男・こうもり男・蜘蛛男・・・。一見あやしい男に見えますが、英語に直すとスーパーマン！バットマ
ン！！スパイダーマン！！！イェーイカッコイイ！そうです、彼らはアメコミ界の頂点に君臨する超スーパーヒー
ローです！勧善懲悪をモットーとする彼ら無しではアメコミヒーローを語れませんね！アメリカらしく、キャプテ
ン・アメリカというヒーローもいます。個人的にはＸ-ＭＥＮのサイクロップスが好きです。ところで、アメコミの
歴史はどこからはじまったと思いますか？もちろん、初代アメコミヒーローはスーパーマンのイメージですが、
実はもっと昔からヒーローたちは存在していたのです。本書では、フルカラーでそんなアメコミ史を深く掘り
下げて探っていっております。現在ではとても稀少な図版・イラストも盛りだくさんです。そして、求め続け
た正義と真実の行方とは・・・？ちなみにですが、ディズニーの最新作「ベイマックス」は、日本では兄弟愛
をテーマにしていますが、アメリカでは正義のスーパーヒーローをテーマにしているようです。日本とアメリカ
では、同じアニメ・映画でも、感じ方が違うみたいですね！ 

 『ＴＨＥ ＨＥＲＯ アメリカン・コミック史』 
ローレンス・マズロン ＆ マイケル・キャンター／著  越智 道雄／訳  726.1 ｻ 
 

予約ベスト１５    一般カウンターでご予約の多い本を紹介します 

10月以来のお久しぶりな予約ベスト。今回はベスト10ではなく、15になります。10月からまだ残っているのは「虚ろな十字架」「村上海賊の
娘」「豆の上で眠る」「マスカレード・イブ」「銀翼のイカロス」はい、お待たせしすぎですね(汗) ニューフェイスでは、2015年上半期の直木
賞受賞作品「サラバ！」が一気にランキング堂々の第一位です。こちら上下巻なのですが…実は下巻の予約の方が若干少ないのです！
皆さんちゃんとセットでご予約していらっしゃいますか？宮部みゆきさんの最新作「悲嘆の門」もランクイン！「満願」は年末ミステリランキン
グで三冠獲得！ということで、ランクイン！ちょっと珍しいのは実用書の「フランス人は10着しか服を持たない」が人気です。 

順位 タイトル 著者名 請求記号 出版 出版年月 予約件数

1 サラ バ！　 上・ 下 西　 加奈子 F ﾆ 小学館 2014. 11 92

2 虚ろ な十字架 東野　 圭吾 F ﾋ 光文社 2014. 05 76

3 村上海賊の娘　 上・ 下 和田　 竜 F ﾜ 新潮社 2013. 1 70

4 満願 米澤　 穂信 F ﾖ 新潮社 2014. 03 67

5 ナオミ と カ ナコ 奥田　 英朗 F ｵ 幻冬舎 2014. 11 63

6 悲嘆の門　 上・ 下 宮部　 みゆき F ﾐ 毎日新聞社 2015. 01 60

7 物語のおわり 湊　 かなえ F ﾐ 朝日新聞出版 2014. 10 57

マスカ レード ・ イ ブ 東野　 圭吾 B F ﾋ 集英社 2014. 08 54

フ ラ ンス人は10着し か服を持たない ｼ゙ ｪﾆﾌｧ .ー L. ｽｺｯﾄ 590. 4 大和書房 2014. 10 54

後妻業 黒川　 博行 F ｸ 文藝春秋 2014. 08 53

豆の上で眠る 湊　 かなえ F ﾐ 新潮社 2014. 03 53

12 イ ンデッ ク ス 誉田　 哲也 F ﾎ 光文社 2014. 11 47

自覚 隠蔽調査 5. 5 今野　 敏 F ｺ 新潮社 2014. 1 45

土漠の花 月村　 了衛 F ﾂ 幻冬舎 2014. 09 45

15 銀翼のイ カ ロス 池井戸　 潤 F ｲ ﾀﾞ ｲﾔﾓﾝﾄﾞ 社 2014. 07 44

13

10

8
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 児童コーナー             

『ほげちゃんまいごになる』 
やぎ たみこ／作 偕成社 Eホ 

 

われらが人気の青いかば！・・・じゃなくて、くまのぬいぐるみ「ほげちゃん」が再登場！今日はみんなで動物
園におでかけ。でも、あれれ？迷子になっちゃった！サルに囲まれたり、カラスに襲われたり、ほげちゃんのひと
りぼっちのぼうけんがはじまります。ほげちゃん無事にみんなに逢えるかな？ 

『被災犬「じゃがいも」の挑戦 めざせ!災害救助犬』 
山口 常夫／文 岩崎書店 36ヒ 

 

東日本大震災直後に福島県飯舘村で生まれた犬の「じゃがいも」は、試験に落ちても落ちてもあきらめず、
合格をめざします。それは、震災でかい主とはなればなれになった犬がたくさんいる現実を伝えるためです。
その様子を、被災地の復興の実態とともに伝えます。 

『どろぼうのどろぼん』 
斉藤 倫／著 福音館書店 913ト 

 

もし『物』の声が聞こえたらどうする？いやいやまさか。でも、ひょっとして。そんなことを考えたことはありませ
んか。このお話には、『物』の声が聞こえてくるどろぼうが登場します。彼の名はどろぼん。一度もつかまっ
たことのないどろぼうです。一体何を盗むのか。なぜ盗むのか。どうぞ、ページを開いてみて下さい。厚めの
お話ではありますが、ぽろん、ぽろんと詩のような文体で、最後まで一気に読んでしまいます。そしてそっと
目を閉じて、身の回りの『物』から声が聞こえてこないか、耳を澄ましてしまうでしょう。切なくて、優しい。こ
れは、ぜったいにつかまらないはずだった、どろぼうのお話です。 

『高崎山のベンツ「最強のボスザル」』 
 江口絵理／著 ポプラ社 48タ 

 

ベンツは群馬県高崎山の野生のニホンザルのボスザル。もしかすると人間社会より厳しい野生のサル社
会で堂々とボスに君臨するベンツ。最初は乱暴者のベンツが好きになれないかも知れませんが、読み終
わる頃にはきっとベンツの人柄じゃなく「猿柄」に引き付けられること間違いなし！表紙の写真がベンツの「猿
柄」をそのまま表しています。 

知ってる？あの絵本の作者さん！ 
 
 
 
いわいとしおさんは、とーっても人気の絵本、『１００かいだてのいえ』の作者さんです。 
優しい色使いとたくさん出てくる動物たちが魅力的！『１００かいだてのいえ』を読み聞かせすると、聞いてい
る方も一緒に数を数えながら参加してくれるので、コミュニケーションを取りながら読み聞かせを楽しめま
す。そして耳寄りな情報です！最新作の『うみの１００かいだてのいえ』の大型絵本が、なんと苫小牧市立
中央図書館に入りました～。他にも、子どももおとなも楽しめる絵本がたくさんあります。ぜひ手に取ってみ
てくださ～い！！ 
      ＊＊＊＊＊＊  
１９６２年愛知県生まれ 
筑波大学芸術専門学群在学中に「時間層Ⅱ」 
で第十七回現代日本美術展大賞を史上最年 
少で受賞。少年時代、おもちゃの代わりに 
工作をしたり、ノートに作品アイデアをま 
とめて過ごしていた。 

図書館で借りられる本♪ 
 

１００かいだてのいえ     E ﾋ 
ちか１００かいだてのいえ   E ﾁ 
うみの１００かいだてのいえ  E ｳ 
どっちがどっち？       E ﾄ 
どっちがピンチ？       E ﾄ 
どっちがへん？スペシャル   E ﾄ 
わたしが子どもだったころ３  28 ﾜ 3 
いわいさんちへようこそ！   599 ｲ 
                  他 

    

し い お わ と い 



郷土行政資料室／参考図書室コーナー           
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２階 郷土・参考担当スタッフの“おすすめ本” 

【新聞のご利用について】 

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、お願いがございます。 
★飲食はご遠慮ください。現在では入手できない貴重な資料もありますので、飲食物は入口のロッカーへ預けてください。
飲食は隣のリラックススペース、エントランスでお願いします。  
★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。 

※郷土・参考資料室のご利用について※ 

 「北海道の法則」 
  北海道の法則研究委員会／編 H361.4ホ 
  

北海道独自の法則が、解り易いイラストや大きなタイトルで、「文化・習慣」、「方言」、「生活・町並み」、「都市伝説」、「グ
ルメ・食生活」、「TV・CM・タレント・スポーツ」、「学校生活」、に分けて紹介されています。書類の住所記入欄にある「都
道府県」の「道」に〇をつけることの違和感、「ごみステーション」、「会費制の結婚式」、ごみを「投げる」、電車を「汽車」、
鍵を「じょっぴん」、唐揚げを「ザンギ」、体調の悪い時には「こわい」、など、私（関西人）が北海道で生活する過程で見
聞きした驚きと感動の内容がまとめられています。また、北海道の人がこの本の内容を読むことで、新たな北海道の魅
力を発見できるかも知れません。 

   1月号で猫田記者がレポートしてた新聞！ 
                 お問い合わせも多く頂きますので皆様の疑問にお答えします！ 

Q1:どんな新聞があるの？ 
 

A2:苫小牧民報、北海道新聞をはじめ15紙ございます。2階カウ
ンターでおたずねいただくか、ホームページ上でリストを公開して
いますのでそちらをご覧ください。 
 

Q2:過去の新聞を見たいです！ 
 

A2:当館では苫小牧民報、北海道新聞、室蘭民報の3誌を永
年保存しています。その他の新聞は1年間の保存です。他紙の
過去分が調査などに必要な場合は、所蔵している図書館をご
案内いたします。ただし、現物を貸してもらうことは出来ません。
また、問い合わせには発行年月日や、何について書かれた記
事なのかといった情報が必要です。 

Q3：コピーはできますか？ 
 

A3：できます。しかし新聞の状態によってお断りさせて
いただく場合もございます。あらかじめご了承ください。
1～2カ月ごとに紐で綴っています。コピー機をご利用
の際は、右図のように解いてコピーを取ることができま
す。1月分とはいえ、持ち上げるのも大変な重さのもの
もありますので、そのままコピーされるのは怪我や新聞
の破損に原因になりますのでご遠慮下さい。 

↑新聞ラックです。道新・苫民は一年分、その他
の全国紙は半年分入っています。 

↓実は外せるのです（一部画像を加工しています） 



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！ 
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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 

※2015年4月より一部ステーションの巡回時間に変更を予定しております。 

と
ま
チ
ョ
ッ
プ
号
【  

 

月
度
】巡
回
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

3 

日付 曜日

午前

午後 明野７ 号公園( 13: ４ 0～14: 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 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 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 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 明野７ 号公園( 13: ４ 0～14: 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 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 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 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）

17

18

19

20

24

巡回スケジュ ール

27

26

25

3

4

5

6

10

11

12

13

火

水

木

金

火

水

木

水

木

金

金

火

水

金

火

木

移動図書館バスにて、朗読ＣＤ・カセットの 
貸出をしております！ぜひご利用ください☆ 

いつも『とまチョップ号』をご利用いただきありがとうございます。 
移動図書館の巡回予定は、各巡回先と中央図書館・各窓口で半年分の予定表を 
お配りしています。ご希望の方はお気軽にスタッフまでお申し付けください！ 

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


絵本は子どもだけのものではございません。 
「絵本の森」さん主催による『大人に向けての絵本の読み語り』と題しまして、 
大人の方々に読み聞かせを行います。絵本には大人になった今だからこそわかる魅力や楽しみ、 

そして感動がたくさんあります。申込みは不要です。ご一緒に絵本の世界を楽しみましょう！ 

３月６日（金）１１：００より 
中央図書館２階研修室にてお待ちしております。 
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☆第２４回 大人のための読みかたり 
今年初の、ボランティア団体「びーどろ」さんによる読みかたりです。 

今回で２４回目となる「大人のため」の読みかたり。読みかたりは、お子さんに絵本を読んであげたりとか、
日本むかしばなしの語りのような読みきかせをイメージをしがちですが、これは「大人のため」の読みかたり
です！語りべによる味と凄みのあるお話を聞かせてくれます。大人になった今だからこそわかる魅力。一緒
に絵本の世界を楽しみましょう。 

申込みは不要ですので、お時間のある方はぜひお気軽にお立ち寄りください。 

３月１８日（水）１３：３０より 
２階講堂にてお待ちしております。 

３月だから「卒業」「入学」「卒園」「学生生活」の 

「偉大なる、しゅららぼん」 万城目 学／著 Ｆマ 
 相変わらずの万城目節。現代社会に不思議なパワーや出来事を加えて書くことが多く、特に「鴨川ホルモー」などの関
西３作が有名ですが、今度の舞台は琵琶湖！ 
 高校入学に合わせ、一族の本家が住んでいる「石走城」に移り住むことになった主人公。彼を振り回す本家の姉弟。宿
命のライバル一族のカッコつけ野郎。 
 恋と青春とバトルに、主に主人公以外が活躍します！タイトルの『しゅららぼん』の意味とは…？ 

「最後の卒業生 夕張に生きる中学三年生たち」 
本田有明／著 Ｆホ 

 2007年、夕張市財政破綻。閉校することになった夕張
市立緑陽中学校をモデルに書かれた小説です。フィク
ションを織り交ぜたドキュメンタリー調の文章で中学生で
も読みやすいと思います。 
 学校最後の卒業生になった中学３年生が修学旅行先
の東京で夕張メロン等の販売を行ったり、職業体験や学
校祭・日常を通して夕張や自分の未来を考えていく成長
の物語です。 
 

☆大人に向けての絵本のよみかたり[第９回] 

「キケン」 有川浩／著 Ｆア 
 このサークル【取扱い注意】 
成南電気工科大学機械制御研究部、略して機研。 
元山と池谷がそのドアをくぐった時、伝説がはじまる――！ 
男子率99％(誇張？)のＭ工業大学やＤｏ工大が母校
だった方にぜひ読んでもらいたいです。登場人物に「あり
得ねぇー」とか「ノリ良すぎ」と笑ったとしても、きっと、あの頃
のあなたたちの青春もここにあるはず。 
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猫田ジャーナル –猫田囃と笛太鼓にゃ-           
 

今月も遠くへ旅立ったはずの猫田記者よりコラム（という名の手紙）が届いたので、 
仕方なくぱぴるすに掲載してあげることにました。いま一体どこにいるんだろうか？謎です。 

にゃあ！３月３日は『ひなまつり』にゃ。女の子のいるおうちでは、きっと雛人形を飾ってる
にゃね。猫田は菱餅と雛あられをたらふく食べたいのにゃ。ちなみに「桃の節句」という言
い方もあるにゃ。そしてびっくりなのが、東北・北陸地方の一部地域では４月３日にお祝
いする地域もあるらしいにゃ！江戸時代には９月９日の「重陽の節句」にも雛人形を飾っ
ていたそうにゃ。ところで、このひなまつりにゃけど、いつから祝い事としているか不明だそう
にゃ。平安時代にはもう貴族の子女の遊びとして定着していたらしいけども、あくまでた
だのお人形遊びであって、御祝い事ではなかったそうにゃ。江戸時代から女の子の「人
形遊び」と「節句の儀式」が合わさり、今現在の「女の子のお祝い事」として定着したの
にゃ。むかしは祝日だったらしいにゃけど、いまは残念ながら祝日じゃないのにゃん。この
祝日は５月５日の端午の節句、つまりこどもの日に取って代わったのにゃん。 

ダイエットに 
成功した猫田氏 

古くから日本人の信仰・芸術の源泉であった世界遺産「富士山」
その信仰の原点である富士山本宮浅間大社では、水の女神が
祀られています。富士山の水がどのようにめぐっているのか、４Ｋ
カメラにて迫ります。 

図書館ミニシアター 

すっかり第２日曜の顔となりました、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。「ペネロペ、なまえをかんがえ
る」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と
なっております。 

３月１５日 104分 

  『若草物語』 

３月８日 30分 

『うっかりペネロペ おもしろいこと大好き編』 

南北戦争出征のため父親が留守中のマーチ家を、気丈な母と４
姉妹が守っていた。活発で進歩的な考えを持つジョーを中心と
した個性豊かな４人は、互いに影響を受け合い、身も心も美しく
成長していく・・・。 

今月２回目となる、フランス生まれの小さなコアラの女の子「ペネロ
ペ」シリーズです。「ママのすてきなおたんじょうび」「パパのおてつだ
いをする」など、家族にスポットを当てた作品集です。
  

３月１日 58分 

 『世界遺産 富士山 ～水めぐる神秘～』 

３月２２日 35分 

『うっかりペネロペ 家族といっしょ編』 

３月２９日 109分 

『ナイトミュージアム』 
バツイチの失業男ラリーは、離れて暮らす最愛の息子をがっかりさせないために職探しに奔走し、自
然史博物館で夜警の仕事に就くことになった。ところがそこは、夜になると展示されているものが動き
出す不思議な空間だったのだ! 

本をご紹介…なんて安直すぎますか？ でもやります。 

 はい。 
という訳で紹介しますよ～ 
今回はあえて、６・７Ｐにわたっ
ての見開きでの構成です。詳細
は編集後記に書いてますが、キ
チンと５冊分の紹介文読めてま
すか？ 
一冊の文庫を除いては中央図
書館所蔵の小説・絵本で集め
てみました。まさに高校・大学に
入学する！卒業する！方にお読
みいただければ～と。 
かつての学生時代を懐古する
にもオススメです。 

「格闘する者に○」 三浦しをん／著 B F ミ 
 

 友人のニキちゃん・スナコとだらだらと就職活動をしている漫画好きの女子大生
加南子の内定は、ゼロである。 
「平服ってスーツじゃなくて普段着でしょ？」「本気で入る気もないのに就職試験を受
けるのは…。」「この面接官、入社して次期社長夫人になって絶対にクビにしてや
る！」 
 家族の関係も最近不安定、甘やかしてくれるのはバイト先で知り合った脚フェチ
の西園寺さん(推定65歳)。加奈子の未来はどっちだ！ 

 

「みんなともだち」 中川ひろたか／文 村上康成／絵 Ｅヒ 
 絵本からの紹介です。「みんなともだち」の歌詞にそって展開される温かな絵
本。 
 みんないっしょに歌を歌って、絵を描いて、お散歩したね。卒園しても、大人に
なっても、ずっとずっと友だちだよ。 
 一つの段階を終えた喜びと、大人になっていく希望が感じられます。 
 



 弥生となりました。年度末である３月といえばなんでしょうか？もらった分の３倍返しのホワイトデーとか卒業シーズンとかいろい
ろありますね。転職や異動の季節でもあるのでしょうか。４月の新生活に向けての準備や引っ越しなど、かなり増えますね。そし
て、周りの人たちとの関係が変わる季節でもありますね。俗にいう「別れの季節」ってやつでしょうか。でも別れとは言いますが、
永遠の別れではありません。いわゆる「旅立ち」ってやつです。「さよなら」ではなく「またね」言って別れるのがいいと思います。し
かし、離れることのない二人なのに、その仲を引き裂かれてしまう悲劇のような二人がいます。そう、このぱぴるすです！これを読ん
でくださってる方は、いままさに手にぱぴるすをお持ちだと思いますが、ちゃんと２枚組になっていますでしょうか？中央図書館や
コミセンで配布しているこのぱぴるす、よく１枚だけ置き去りにされてしまっていることがあります。手に取った際にするりと抜けてし
まうために、二人は永遠の別れを突如告げられてしまう…。まるでロミオとジュリエット！この子たちは二人で一つの運命共同体
なのです。二人揃ってこその「ぱぴるす」この悲劇を繰り返さないためにもぜひご確認をお願いいたします！！！ 

展 示 みなさんにおすすめしたい本を展示しています 

去年はムーミンの作者であるトーベヤンソン生誕100周年でした。ミニ展示では「ムーミン」や「ガルム」などといった、トー
ベ・ヤンソン関連の本を展示させていただいていましたが、今回は映画「ムーミン 南の海で楽しいバカンス」の上映を
記念して、ムーミンに絞って展示を行っております！札幌ではもう上映が開始されていますが、苫小牧では、３月１２日
よりシネマトーラスにて上映を予定しております。みなさん、ムーミンを観にシネマトーラスへＧＯです☆ 
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先月に引き続き、苫小牧の地図をテーマにお送りします。内容も一部入れ替えていますので、みなさま是非是非お越
しください！むかしの地図もあるので「ここにこんなのあったよね～！」とか「こんなむかしからあったんだ～！」といった面白
い発見があるかもしれませんよ～！ 

ミニ展示「ムーミン 南の海で楽しいバカンス」 

１階   ガラス展示「苫小牧の地図」 

ＮＨＫ連続テレビ小説「マッサン」が、遂にクランクアップされました。美味しいお酒を知りたい！飲みたい！ということで、
お酒特集です。各種お酒の歴史はもちろん、色々なお酒の名鑑や美味しいおつまみ、お酒の造り方、酒にまつわる
話、エッセイ等々…盛りだくさんです。 
たまには、お酒と読書に浸り、”こんなことあるある！””なるほど！””う～ん、最高！”と、うなりながら一時を過ごすのも良
いかも！？ただし、飲みすぎは禁物ですよ！！ 

     季節展示「お酒に浸ろう ～酒は飲んでも呑まれるな～」 

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。 

 
       【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 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。 
 ③ 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。 

編集後記  - ふたりはぱぴるす☆ - 

巻末コラム ～コラムってなんだろ～ 
 

年度末をテーマにコラムを描こうとしたら編集後記にネタを先取りされました… 
なので今回はそもそもコラムってなんでコラムというんだろう？という個人的な疑問を解決してみました。 
『ラテン語のcolumnaから出た「円柱」を意味することば。転じて英字新聞紙面における縦の欄をさし、さらに一定の大きさを
囲んで定型化した決まりものの記事欄を意味することが多い。』（日本大百科全書９巻より）ふむ、5へぇ～くらいですかね。（こ
のネタはどのくらいの世代まで通じるんでしょうか？） 
要するにここのようなスペースに評論やエッセイを乗せることをコラムと呼ぶのです！ 
学生時代に「何でもいいからエッセイを書いて提出しろ」という課題に頭を抱えたことを思い出します。 
何でもいいから、って簡単そうに見えて意外と難しい注文なんですよね～ 


