
月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５
★15：00～15：30
よみきかせ会

●13：30～15：25
ミニシアター

６
休館日

７
赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば

申込み開始

８ ９ １０ １１
☆11：00～11：30
よみきかせ会

◇14：00～14：30
紙芝居

１２
○13：30～14：00

ミニシアター
赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば

申込み終了

１３
休館日

１４ １５ １６ １７ １８
◆14：00～14：30
ストーリーテーリング
おはなしの時間

１９
★15：00～15：30
よみきかせ会

●13:30～16:10
ミニシアター

２０
休館日

２１ ２２ ２３
♫10：30～11：30

赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば

２４
館内整理休館日

２５
☆11：00～11：30
☆14：00～14：30
よみきかせ会

２６
○13：30～14：53

ミニシアター
♫10：00～12：00
一日司書体験

２７
休館日

２８ ２９ ３０

※
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ぱぴるす 2015年     月号 4 
中央図書館月間カレンダー４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 

★ 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) 

一 日 司 書 の ご 案 内 

昨年度、大好評のまま幕を閉じた、小学生を対象とする職業体験事業「一日司書」
を今年度も開催します！！！図書館の秘密の部屋を見学したり、カウンターに立っ
て本の貸出返却をしたり、傷がつかないように本の装備をしたり・・・。図書館の
役割と機能について、楽しく学んでみませんか？普段知ることのない、図書館の裏
側をのぞけちゃいます。みなさんのご応募、待ってま～～す！！！！！ 

 

    日  時｜４月２６日(日) １０時～１２時     
    申込期間｜４月１日(水)～４月１5日(水) 電話または直接カウンターまでお越しください 

    対  象｜小学校１～６年生のみんな(館内見学は保護者同伴可能です)  
    場  所｜苫小牧市立中央図書館 (℡:０１４４-３５-０５１１) 
    人  数｜１０名 ※定員を超えた場合、抽選になります 
      

【ミニシアターのご案内】 
会場：２階講堂 

時間：１３:３０～ 
入場無料・申込み不要 
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【ＳＦ：Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｆｉｃｔｉｏｎ＝空想科学】 
 

ＳＦというと何を想像するでしょうか？近未来都市や宇宙・時間旅行、ロボット・ア
ンドロイド、科学兵器、未知のウィルスに宇宙人、そして地球滅亡！こんなイメージ
だと思います。ところで最初のＳＦ小説って何だと思います？実は、古代ギリシャの
作家ルキノアスの作品だと言われています。彼の作品「イカロメニッパス」にて主人
公が月の世界へ行くという描写があります。思えば日本の「竹取物語」のかぐや姫は、
月の住人でしたよね。さて、この本は古代のＳＦ作品は載っていませんが、国内外の
ベストＳＦ2014を掲載しております。国内１位の「オービタル・クラウド（藤井大洋
/著 早川書房）」は所蔵がございますので、借りる際はご予約をお願いします！ 

 『ＳＦが読みたい！ 2015年度版』 ＳＦマガジン編集部／著  
早川書房 
 902.3 ｴ 2015 
 

 
日  時｜４月２３日(木) １０時半～１１時半            
場  所｜苫小牧市立中央図書館 ２階講堂 
対  象｜０才児と保護者の方         
定  員｜１５組 
申込期間｜４月７日(火)～４月１２日(日) 
          電話または直接中央図書館カウンターへお越しください 
          （TEL:0144－35－0511） 
          ※定員を超えた場合、４/１４(火)に抽選を行います(初めての方優先) 
            決定後、お電話にてご連絡いたします。 
 

【参加される方へ】 
当日必要なものはとくにございませんが、会場ではたくさんの絵本をご用意しております。 
どうぞ図書館の「利用者カード」をお持ちください（カードをお持ちでない方は、現住所が確認
できる身分証明書などをお持ちいただくと、すぐに発行いたします）。 
出席できない場合は、あらかじめ図書館までご連絡ください。 

「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」が、 
    ４月から毎月開催になります！ 
絵本や紙芝居のよみきかせ、絵本の紹介、読書相談など、 

赤ちゃんといっしょに楽しい時間をすごしませんか・・・ 
 

隔月で開催していた「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」が、４月から毎月開催へと変更します！ 
赤ちゃんはもちろん、保護者の方もゆったりとした気持ちで参加して頂けるイベントです。 
近い月齢のグループにわかれてお話できる時間もありますので、お母さん同士のコミュニケー
ションの場にもピッタリ！平成２７年度の第１回目は０才の赤ちゃんが対象で、４月２３日(木)
に開催されます。この機会に、ぜひ、参加されてみてはどうでしょうか？ 



猫田の 

  つぶやき 
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新年度になりました！中央図書館の雑誌コーナーには以下22誌が順次所蔵されます！ 
児童コーナーでは「おひさま」「週刊なぞ!?とき」「ジュニアエラ」「ちいさなかがくのとも」
「鉄おも！」「ピチレモン」の６誌が新しい仲間になります！ 
そしてなんと…ＹＡコーナーにも雑誌置場が増えます★新規購入の「JUNON」「ＨＲ(ｴｲﾁｱｰﾙ)」や、
昨年度途中から所蔵している「Katsukura」「アニメディア」もお引越し☆ 
「クシュフル」も沼ノ端コーナーにて所蔵いたします！ 
充実の雑誌コーナーにじっくり注目してみて下さいね♪ 
ちなみに雑誌の予約受付は発売日以降、貸出は次の最新号が届いてからになりますのでご注意を!! 

雑誌名 出版社 刊行頻度 内容 

ａｒ(アール) 主婦と生活社 月刊 20～35歳の読者へ「わたしがきれいになれる」雑誌。 

ａｎａｎ マガジンハウス 週刊 ファッション等20代女性に関するテーマを扱う雑誌。 

ＩＬＬＵＳＴＲＡＴＩＯＮ 玄光社 季刊 世界で唯一のイラストレーション専門雑誌。 

オートバイ ﾓｰﾀｰﾏｶﾞｼﾞﾝ社 月刊 「乗る楽しさ」がメインテーマの二輪総合誌。 

現代思想 青土社 月刊 哲学や文化人類学など広範な領域を特集する思想誌。 

ＣＹＣＬＥ ＳＰＯＲＴＳ 八重洲出版 月刊 業界随一の情報量の自転車・サイクリング雑誌。 

週刊朝日 朝日新聞出版 週刊 報道・解説中心のニュース・ファミリー週刊誌。 

週刊新潮 新潮社 週刊 文芸出版社から発行される総合週刊誌。 

女子カメラ ﾐﾂﾊﾞﾁﾜｰｸｽ 季刊 カワイイ瞬間をキリトリたい写真女子のための雑誌。 

墨 芸術新聞社 隔月刊 幅広い知識と実用性を網羅した書道雑誌。 

Tarzan(ターザン) マガジンハウス 月２回 健康情報系の男性向けライフスタイルマガジン。 

天然生活 地球丸 月刊 料理・小物づくり中心の女性向けライフスタイル誌。 

ｔｏｃｏｔｏｃｏ 第一プログレス 季刊 妊娠中～２歳児を持つ男女への出産・子育て誌。 

ＢＩＲＤＥＲ(バーダー) 文一総合出版 月刊 日本で唯一のバードウォッチングマガジン。 

ＢＲＵＴＵＳ(ﾌﾞﾙｰﾀｽ) マガジンハウス 月２回 ﾌｧｯｼｮﾝ・FOOD・旅などを扱うアート＆カルチャー誌。 

プレジデントFamily プレジデント社 季刊 ビジネスマンの、家庭での父親スキルを磨く雑誌。 

ＰＯＰＥＹＥ(ポパイ) マガジンハウス 月刊 20代のメンズファッション誌。 

Ｍａｃ Ｆａｎ マイナビ 月刊 Macに限らずApple製品全般の情報をお届けする雑誌。 

ＭＥＮ’Ｓ NON-NO 集英社 月刊 感性を刺激するメンズファッション・マガジン。 

やさい畑 家の光協会 隔月刊 日本で唯一の家庭菜園雑誌。 

優駿 中央競馬PRｾﾝﾀｰ 月刊 日本中央競馬会が発行する競馬読み物が満載。 

ユリイカ 青土社 月刊 詩人,小説家,サブカル,社会現象etc扱う芸術総合誌。 

ぱぴるすの枚数が半分になったついでに猫田も大きさ半分にゃ。４月から雑誌
がたくさん入るのにゃん。ありそうでなかった家庭菜園の雑誌「やさい畑」や、
メンズライフスタイル雑誌｢Tarzan(ﾀｰｻﾞﾝ)｣が仲間入りにゃ！猫田が一番気にな
るのは｢BRUTUS(ﾌﾞﾙｰﾀｽ)｣にゃ。国内外のファッション・食・旅メインで特集が
組まれているのにゃ！アートがメインの｢Casa BRUTUS(ｶｰｻﾌﾞﾙｰﾀｽ)｣は、今まで
どおり所蔵してるのにゃん。ぜひぜひ一緒に予約してほしいのにゃん♪ 
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展 示 みなさんにおすすめしたい本を展示しています 

今回は「浅野晃書簡」と題しまして、苫小牧縁の作家故浅野晃氏の書簡展示を行います。氏がど
のような交友のもとで創作活動に勤しんだのか振り返ることのできる貴重な資料たちです。 
なお、２階情報サロン前通路にありますガラス展示では、折居彪二郎氏&王子製紙の広報紙の展
示をいたします。是非ご覧ください。 

１階   ガラス展示「浅野晃書簡」 

先月に引き続き、映画「ムーミン 南の海でバカンス」の展示を行っております。３月２１日か
ら４月１７日までシネマ・トーラスにて上映しておりますので、まだ観ていない方はぜひとも観
に行ってみてはいかがでしょうか？映画の上映期間に合わせて、４月１７日まで中央図書館１階
検索機横にて「ムーミン」をテーマに展示を行っておりますので、一度ご覧ください。 

   検索機横展示「続・ムーミン 南の海でバカンス」 

自然史博物館での騒動から２年。元警備員のラリーは自
らの会社を立ち上げ、息子との関係もよくなっていた。
一方、同館の改装の為、前作のワケあり展示物はスミソ
ニアン博物館の地下室へ移送されたのだが・・・。 

図書館ミニシアター 

ちょっとうっかりやさんなコアラの女の子「ペネロペ」
シリーズです。「ペネロペ、かたちをおぼえる」など、
やわらかいタッチの映像短編集です。時間も短めなので、
小さいお子さんでも飽きずに見ることができます。 

●４月１９日 160分 
    『カラスの親指』 

○４月２６日 83分 
   『トムとジェリーの大冒険』 

○４月１２日 30分 
『うっかりペネロペ たくさんおぼえたよ編』 

ある過去を背負いサギ師になったタケと新米サギ師のテ
ツは、少女まひろ、彼女の姉と、その恋人の5人で共同生
活を送るハメに。奇妙な絆が生まれる中、タケが自らの
過去に決別すべく正義のための詐欺で大勝負を仕掛ける。 

行方不明の父親を捜している少女ロビンと出会ったトム
とジェリー。ロビンを助けることに決めた２人でしたが、
意地悪なフィグおばさんと弁護士のリックブートに捕ま
り、ペット刑務所に入れられてしまいます。 

●４月５日 105分 
   『ナイトミュージアム２』 

過去にＮＨＫ教育の「てれび絵本」という番組で紹介された童話や絵本を児童カウンター横のま
るいテーブルにて展示しております。４月後半からは「ディック・ブルーナ」誕生６０周年とい
うことで、ミッフィーちゃんなどの絵本を展示します。窓際の展示は、春ということで「おは
な」をテーマにたくさんの本を展示しますので、ぜひお手に取ってくださいね☆ 

   児童展示「てれび絵本とディックブルーナ / おはな」 

編集者の独り言 
 北海道の春はまだ少し遠いながらも、陽の光も強くなり草木は生命力に満ち溢れ…お腹がすいてきました。 
そんなこんなで今回ご紹介するのはズバリ「レシピ本」！図書館の本で料理の本が集まっているのは～、背表紙
に赤い●シールが貼ってある実用書のコーナー！背ラベルに[596]とか[596.6]って書いてある本…だけじゃない
んです！ 
 本の背ラベルの数字が[376.1][383.8]のものなどは保育・食育・飲食の歴史に絡んでおいしいレシピが！数字
が[498.5]など ４ から始まる本は病気や介護食、カロリーやアレルギーなど体が気になる方に便利なレシピ！ 
精進料理や世界各地の郷土料理、スポーツマンにおすすめの食事、人気料理研究家の日記をまとめた「日々ごは
ん」シリーズなど！実は図書館のあちこちにレシピの載っている本が存在しているのです！私がオススメするの
は【食の図書館】【お菓子の図書館】シリーズです。パイやカレー、ジャガイモなどの歴史を知ると共においし
いレシピも付いてます！もう普通(？)の料理本が飽きた方、ちょっと知的においしいメニューを作りませんか？ 
 うちの猫田も申しておりますが、今月号よりぱぴるすのサイズがＡ３に戻り、枚数が２枚刷りから１枚刷りに
変更されております。容量は減っても内容の濃さは変わらず！お届けしたいと！思います!!図書館のブログでも
タイムリーなお知らせをしておりますので、よろしければそちらもチェックしてくださいね♪ 

-春になるとお腹がすくのは私だけでしょうか- 

４月といえば新生活！新しい地に足を踏み入れた方もそうでない方も新年度の目標はお決まりで
しょうか？今回の季節展示は「家庭菜園」。何か新しいことをしたいけど決まっていないそこの
あなた！これを機会に”新しい何か”として菜園を始めるのはいかがでしょうか？春のぽかぽか
おひさまの下での活動、気持ちいいですよ！中央図書館で本を揃えてお待ちしております。 

   新刊棚横展示「家庭菜園」 


