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1
★15：00～15：30
よみきかせ会

２
休館日

３
♫13:30～14:30

おはなし広場

４ ５ ６ ７ ８

９
休館日

１０ １１ １２ 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 １９ ２０
♫10:30～11:30
赤ちゃんと楽しむ
絵本ひろば

２１
◆14：00～14：30
ストーリーテリング
おはなしの時間

２２

２３ 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

【日 時】１２月１３日(日) 開場１３時００分 開演１３時３０分 
【場 所】苫小牧市立中央図書館 ２階講堂 
【講 師】森山弘毅氏(釧路公立大学名誉教授) 
【お申込】先着７０名 １１月１日(日)より受付 
     ※中央図書館窓口・電話にて受付 末広町3-1-15 ☎35-0511 

※
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ぱぴるす 2015年       月号 11 
中央図書館月間カレンダー11月 

【開館時間】 
9：30～20：00 

【図書館ミニシアターのご案内】 
会場：中央図書館２階講堂 時間：１３:３０～ 入場無料・申込み不要 

11月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」は11月1日(日)～11月8日(日)まで募集しています。 

１ 
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★ 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) 

苫小牧市立中央図書館文化セミナー 

俳人 与謝蕪村の表現世界  時空の彼方へ 
時間と時空を自在に翔けめぐった与謝蕪村の表現世界を 

釧路公立大学名誉教授である森山弘毅氏と共に探ります 



２ 

 
 
 

 『ＳＡＴＥＬＬＩＴＥ』 佐藤 健寿/著  
朝日新聞出版 290 ｻ 

【奇妙な惑星、いつか人類が見る最後の絶景】 
 1961年、人類として初めて地球を“外側”から見た旧ソ連の宇宙飛行士ユーリ・ガガーリ
ン。その後、1968年にアメリカのアポロ８号のクルーが撮影した青い地球の写真。この写真
により、地球は文字通り青く丸い球体であることが認識されました。“外側”つまり宇宙か
ら見た地球は【神の目】と呼ばれ、選ばれた宇宙飛行士しか見ることが出来ませんでしたが、
現代社会では多数の人工衛星が日々の地球を撮影し、インターネット上で誰でも容易に見る
ことが可能となりました。アポロの時代と比べて撮影技術も進歩し、ただの画像データでは
なく、美しい地球の風景写真として地表にあるものを鮮明に映し出しています。その風景は、
普段私たちの目で見ている視点の風景ではなく、新たな視点、つまり【神の目】視点から
【惑星の風景】を感じられるようになりました。本書では、そんな【惑星の風景】を《聚落
(集落)》《構造》《産業》《特異》《自然》の５つのジャンルに分けて紹介しています。美
しくも奇妙な地球の姿を映し出した写真は、私たちの目にどう映るでしょうか。そして、
【神の目】ではなく【私たち自身の目】でこの風景を焼き付ける日が来るのも、そう遠くは
ない未来かもしれません。 

 
 
 

  セオドア･グレイ/著 ニック･マン/写真 
若林 文高/監修 武井摩利/訳  
創元社 431.1 ｾ 

『世界で一番美しい分子図鑑』 
【元素も美しいけど、分子はもっと美しい！】 
 おすすめ図鑑第２弾です。【世界で一番美しい元素図鑑(ｾｵﾄﾞｱ･ｸﾞﾚｲ/著 431.1 ｾ)】という
図鑑がありますが、そちらは【元素】に対し、この図鑑で紹介しているのは【分子】です。
元素そのものの姿もとても美しいですが(金とか銀とかプラチナとか)、いろいろな元素が無
限に組み合わさってできた分子もそれはとても美しいです。見て楽しめるのはもちろん、化
学的な仕組みも学べちゃいます。まさに一石二鳥、いやそれ以上にたくさんのことがわかる
お得な図鑑となっております。唯一の欠点は大きくて重たいところでしょうか(笑) 
興味がありましたら、前述の元素図鑑とご一緒にご予約頂ければと思います。ぜひとも読ん
でみてください♪（※元素図鑑は人気の為、ご用意に時間が掛かる場合があります） 
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  『偽りの王子  
         カーシア国３部作』 

 
 孤児院に暮らす少年4人が、ある貴族によって集められました。男のねらいは、行方不明
になっている王子にしたてあげ国の王座を奪うこと。期せずして王座をめぐる陰謀に巻き込
まれた少年たちが生き残るには王子になるしかありません！架空の王国を舞台にしたファン
タジー小説です。カーシア国3部作の2巻目である『消えた王』は9月に出たばかり。読書の
秋に１巻2巻を一気に読んで、ラストの3巻を楽しみに待ちませんか？こうなるだろうという
予想を超えていて、続きが気になるイチオシのシリーズです。さあ、運命はどう巡るのか！ 

  
 

ジェニファー･A･ニールセン/著 
橋本 恵/訳 ほるぷ出版 93 ｶ １ 

【もし最初からやり直さなければならないとしたら、 
こんな人生は選ばないだろう】 



猫田の 

  つぶやき 
にゃぎぎ･･･自堕落な生活のせいでさらに太ったのにゃあ…。冬毛に変わっ
てさらにぶくぶくに見えるのにゃん（かなしみ）。さてさて、ワイエーツウ
シンのアキ号が発行されたのにゃん。面白そうな本が目白押しだにゃん。 
マンガ「NARUTO」の後日談が書かれた秘伝シリーズが猫田オススメにゃん。
ＹＡコーナーの展示にはマンガをテーマにした展示をしてるにゃん。中高生
はもちろん、かつてＹＡだった世代の方にも見て行ってほしいのにゃん☆ 
さて、猫田はこれからダイエット頑張るにゃん。アデューにゃ。 

３ 
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≪辞書引き学習会 -辞書を100倍活用する！-≫ 
『辞書引き学習』の開発者である「深谷圭助」先生をお招きし、 
市民会館にて辞書引き学習会を行います。親子でご参加下さい。 

【日 時】１２月６日(日) 開場９時００分 開演９時３０分 
【場 所】苫小牧市民会館 小ホール 
【講 師】深谷圭助 先生（中部大学准教授） 
【対 象】小学生とその保護者・指導者 
【お申込】先着１８０名 １１月１日(日)より受付 
     ※中央図書館窓口・電話にて受付 末広町3-1-15 ☎35-0511 

≪子ども年賀状教室＠Library≫   
手紙の書き方を学び、実際に手作りの年賀状作りに挑戦！ 

【日 時】１２月１２日(土) １３時３０分～１５時００分 
【場 所】苫小牧市立中央図書館２階 講堂 
【対 象】小学生（小学２年生以下は保護者同伴） 
【お申込】先着４０名 １１月５日(木)より受付 
     ※中央図書館窓口・電話にて受付 末広町3-1-15 ☎35-0511 

『道新ぶんぶん号』がやってくる！ 
こども記者にチャレンジ☆彡 

プロの記者の指導のもと、しんぶんを作ってみよう！ 

【日 時】１２月１９日(土) １３時３０分～１６時３０分 
【場 所】苫小牧市立中央図書館２階 講堂 
【対 象】小学４～６年生 
【お申込】先着１０名 １１月１７日(火)より受付 
     ※中央図書館窓口・電話にて受付 末広町3-1-15 ☎35-0511 

★子ども向けのイベントのご案内★ 



展 示 みなさんにおすすめしたい本や資料を展示しています 

子ども向けの小さな雑誌「こどものとも」。雑誌というよりは、短いお話が載っている絵本に
なっています。１１月のガラス展示では、「こどものとも」の創刊号や記念誌の一部を展示して
おります。中には貸出可能なものもございますのでご覧になって見てください。 

     ガラス展示「いまも むかしも こどものとも」 

2015年11月、日刊工業新聞は創刊100周年を迎えます。1905年に前身である「鉄世界」を創刊し、
今日まで「モノづくり」に重点を置き、ビジネスに役立つ最新かつ信頼のおける情報を発信して
います。11月の新刊棚横展示では、主に書籍シリーズの中から４シリーズを紹介しています。 
理工書が多いですがぜひ手に取って見てくださいね！ 

   新刊棚横展示「日刊工業新聞社 創刊100年」 

   児童展示「お仕事/おいしい食べ物」 

４ 
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目の見えないミチルは、父の死により1人での生活を始め
る。ある朝、家のチャイムが鳴り、ドアを開けるとアキ
ヒロがいたが、ミチルにはわからない。アキヒロは、駅
の転落事故の重要参考人として警察に追われていた。 

図書館ミニシアター 

大人気「ころわん」シリーズです。絵本の世界観そのま
まのふんわりとしたやさしいタッチで、絵本の読みきか
せのように楽しむことが出来ます。「ころわんがようい
どん！」「かぜのひのころわん」の２話を収録。 

１１月１５日 133分 邦画 

  『魍魎の匣』 

１１月８日 15分 アニメ 

『ころわんのおはなし ４』 

戦後間もない東京。美少女バラバラ殺人事件が連続する
中、引退した女優・陽子の娘が姿を消し、探偵・榎木津
が行方を追う。一方、作家・関口と雑誌記者・敦子は、
不幸をハコに封じ込める教団を探っていた。 

山の上の家に暮らす、子ねこの女の子「こまちゃん」が
主人公のこま撮り映画です。「こまねこ はじめのいっ
ぽ」「こまねこのおるすばん」など、全６話収録。 

１１月１日 130分 邦画 

 『暗いところで待ち合わせ』 

１１月２２日 60分 パペットアニメ 

 『こま撮りえいが こまねこ』 

１１月２９日 132分 邦画 

『BALLAD 
名もなき恋のうた』 

戦国時代。小国・春日に“鬼の井尻”と恐れられた武将・井尻又兵衛と美しい姫君・廉姫
がいた。2人は互いを想いあっていたが、叶わぬ恋だった。ある戦の日、敵の足軽が鉄砲
で又兵衛を撃とうとした時、1人の少年が出現する。 

毎朝あったかいコーヒーを飲むマグカップ、いつか着てみたい憧れのブランドのコート、街で見
かけた新商品のポスター、私たちはたくさんのデザインに囲まれています。 
今月のOPAC横の展示は、Design。有名作品から見逃しがちな日用品まで、デザイン好きがデザイ
ン好きなあなたへ、本を通して素敵なDesignをお届けします。 

   検索機横展示「ＤＥＳＩＧＮ」 

「図書館で働いている」という話をすると高確率で返ってくる「おすすめ本を教えて！」という言葉。 
すんなり紹介できた試しがありません。だって私とあなたは違う人間で、同じ本を好きになるとは限らな
いのですから。紹介した本が合わず本嫌いになってしまったら・・・。とっても残念ですよね。例えば映
画を何人かで見に行った時。好きになる登場人物やお気に入りの場面、グッとくるセリフは分かれていき
ませんか？本も同じです。私達は違う環境で育ち、出会ってきた人々も、得た経験も千差万別です。今ま
での体験と重ね合わせて「好き！」というレーダーが反応するのですから、同じ本を好きになる確率の方
が少ないのではないかしら、と思うのです。以上の理由から、結局紹介はできません。その代わりに、一
緒に考えさせていただいています。興味があるもの、良いと思うものはなあに？好きなものをヒントに、
「これだ！」という1冊を探し出すのです。本にはたくさんの種類があります。文章だけだったり、絵が
多く入っていたり、写真集だったり。装丁も色々だし、文章のリズム感だって様々！ね。誰かの好きなも
のから自分に合うものを選ぶのではなく、自分一人がぐっとくるお気に入りの１冊を見つけてみませんか。 

「将来○○になりたい！でも、どんな努力をすればいいの？」「あの制服の人ってどんなお仕事
をしているの？」。…そんな仕事に関する疑問を解決したり、新たな発見ができるお仕事につい
ての本の特集です。子どものみんなは将来の夢がふくらみ、大人の方には様々な仕事への理解と
知識が広がるような本を集めました。「ゼッタイ○○になりたい！！」も、もちろん良いけど、
世の中いろんなお仕事があるからもうちょっと迷ってみてもいいかもよ…？！おなかがすいちゃ
うおいしい食べ物がのってる本も、図書館入ってすぐの棚に展示中です！どの本にしようかな？ 

巻末コラム 


