
月 火 水 木 金 土 日

1 ２ ３ ４
♬11：00～12：00
大人に向けての
絵本のよみかたり

５ ６
★15：00～15：30
よみきかせ会

７
休館日

８ ９ １０ １１ １２
☆11：00～11：30
よみきかせ会

◇14：00～14：30
紙芝居

１３
♫13：30～15：00
図書館文化セミナー

１４
休館日

１５ １６ １７ １８
♬10：30～11：30
赤ちゃんと楽しむ

はじめての絵本ひろば

１９
♬11：00～11：30
ザ・キャビンカンパニー

おはなし会
◆14：00～14：30
ストーリーテリング

２０
★14：00～15：00
クリスマスおはなし会

２１
休館日

２２ ２３
♫14：00～15：00
ぬいぐるみの
おはなし会

２４ ２５
館内整理休館日

２６
☆11：00～11：30
☆14：00～14：30
よみきかせ会

２７

２８
休館日

２９ ３０ ３１
年 末 休 館 日

クリスマス★ぬいぐるみおとまり会 
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中央図書館月間カレンダー12月 

【開館時間】 
9：30～20：00 

【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 

12月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」の申込みは11月29日(日)に受付を終了しました。 

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) 

※2016年1月4日(月)まで休館しております。5日(火)9時30分より開館いたします。 

『クリスマス★ぬいぐるみおとまり会』を今年も開催いたします☆ 
お預かりしたぬいぐるみたちに、２３日(水)まで図書館で過ごしてもらお
うという楽しいイベント。だれもいない夜の図書館を冒険するぬいぐるみ
たちの姿を写真撮影し、参加者のみなさんへ【ミニアルバム】にしてプレ

ゼントしちゃいます！！！さらに２３日に行われる『ぬいぐるみのおは
なし会』へご招待します！おはなし会はどなたでも参加可能です。 
詳しくは次のページへどうぞ！！！ 



２ 

 
 
 

  アドバンストブルーイング/著 
農文協 596.7 ﾘ 

『リンゴのお酒シードルをつくる』 
【クリスマスは手作りシードルで乾杯☆彡】 
 

 たまには実用書を紹介してみようと思います！『シードル』と聞くと、リンゴで作られた
シュワシュワしたお酒をイメージすると思います。実はフランスの呼び名で『サイダー』の
意味なんです。日本でサイダーと言えばお酒ではなく清涼飲料水を思い浮かべますが、世界
的には「サイダーは発泡性のお酒」となっています。シードルにも種類があり、発泡・微発
泡・無炭酸と分かれていて、実は奥が深いお酒なのです。この実用書では、リンゴだけでは
なく果実をミックスしたシードルも紹介しております。さらに、作ったシードルをベースに
したカクテルもご紹介しています。シードルとハチミツを使ったお酒『ミード』や、フルー
ツから作る『エールビール』のつくり方も紹介しています。クリスマスにシャンパンもいい
けれど、シードルで乾杯なんてどうですか？※もちろんお酒はハタチになってから！ 
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≪クリスマス★ぬいぐるみおとまり会≫ 
『クリスマス★ぬいぐるみおとまり会』は、みなさんからぬいぐるみをお預かりし、
12月23日(水)まで図書館で過ごしてもらうイベントです。図書館で過ごすぬいぐるみ
たちの姿を写真撮影し、ミニアルバムにしてプレゼント！参加していただいた方には、
23日(水)サンガーデンで行うおはなし会へご招待♫ぬいぐるみは23日(水)以降、児童
カウンターにてお返しさせていただきます。たくさんのご応募お待ちしております！ 

← 
  
 

 昨年度の 
 様子です 
 とっても 
 楽しそう！ 

   

   → 
 

対象者・定員    乳幼児～小学６年生まで ２０名（※初参加の方優先） 
           ★兄弟の場合一人ずつのカウントとなります★ 
 

申込み期間     １２月１日(火)～１２月１０日(木) 
            電話または中央図書館カウンターへ 
           （℡：０１４４‐３５‐０５１１） 
 

  抽選日       １２月１１日(金)当選者のみ電話連絡 
 

ぬいぐるみ     １２月１２日(土)～２０日(日) 
 受入期間            ９：３０～２０：００まで 
           （※２０日は１２：００まで） 

クリスマス★ぬいぐるみおとまり会参加者のみではなく、どなたでも参加可能です！ 
事前の申し込みは不要ですので、当日サンガーデンへ直接お越しください！！！ 
おはなし会に参加してくれた方に『サンタさんからクリスマスカードをプレゼント！』 

【１２月２３日(水)１４：００～１５：００ 直接サンガーデンまでどうぞ☆】 

≪ぬいぐるみのおはなし会≫ 



猫田の 

  つぶやき 
にゃんにゃん♪ダイエット成功で体が軽いのにゃん☆にゃ？あんまり変わら
ないって？にゃぎぎ…冬毛だから仕方ないのにゃん…。モフモフしたくなっ
てきたにゃろ？それはいいとして、１２月の展示は【受験生応援】をテーマ
に本を集めてみたのにゃん。勉強の合間に読んでみたらいいと思うにゃん。
読むのに没頭して受験勉強をおそろかにしないようににゃん。それにしても
猫とコタツとヤングアダルト…。けっこういい組み合わせだと思うにゃん。 

３ 
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大人に向けての絵本のよみかたり[第11回] 
【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よみかたり』と題し
まして、大人の方々によみきかせを行います。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、感動やがたくさんあります。 
参加無料・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！ 

１２月４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！ 

≪ザ･キャビンカンパニーおはなし会≫ 
『はみがきあわこちゃん』『だいおういかのいかたろう』などで知ら
れる九州・大分県出身の二人組の画家･絵本作家ユニット【ザ･キャビ
ンカンパニー】より「阿部健太朗」さんが１２月１９日(日)苫小牧中
央図書館にやってきます！【樽前arty+】より「小河(おごう)けい」
さんと図書館スタッフを加え、３人の掛け合いによる絵本の読みきか
せや「いかたろうのイカダンス」を行います。 

【日 時】１２月１９日(日) １１時００分～１１時３０分 
【場 所】苫小牧市立中央図書館１階 おはなしコーナー 
【対 象】子どもから大人まで 
【定 員】先着３０名・参加無料・申し込みは不要です 
     当日おはなしコーナーまで直接お越しください 

★ザ･キャビンカンパニー作品紹介★ 
・『だいおういかのいかたろう』 2014年2月 鈴木出版 E ﾀ 
・『よるです』         2014年12月 偕成社 E ﾖ 
・『ほこほこのがっこう』    2015年3月 小学館 E ﾎ 
・『ハテナはかせの 
   へんてこいきものずかん』  
・『はみがきあわこちゃん』   2015年7月 鈴木出版 E ﾊ 
 

また、１２月８日(火)から２０日(日)まで中央図書館１階カウンター前にて、
絵本『だいおういかのいかたろう』の原画展を行います。 
中央図書館へお越しの際は、ぜひ迫力ある原画をご覧ください☆ 

2015年4月 偕成社 E ﾊ 



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 

４ 

巻末コラム–悪い子はいねぇか？- 
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30数年いっしょに暮らした叔母が家を出て、ルイの心に
ぽっかりと穴があく。ある日へんなオジサン・トニーさ
んが家にころがりこんでくる。さらに妙に明るい若者・
康介も同居することに。 

図書館ミニシアター 

１２月２０日 69分 洋画 

  『クリスマス・キャロル』 

１２月１３日  

クリスマス、4人のゴーストがロンドンの街に舞い降りた。
そこで起きる、たったひとつの奇跡とは…。セット、ス
ター、ストーリー、全てが完璧な調和で混ざり合った傑
作。このクリスマス、あなたの家にも奇跡が起こる。 

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。「クリスマスのころ
わん」「ころわんのたからさがし」の２話を収録。 

１２月６日 119分 邦画 

 『スープ・オペラ』 

１２月２７日 12分 アニメ 

 『ころわんのおはなし 5』 

いよいよ今年も終わりに近づいてきました。一年の終わりに、ひと昔前の苫小牧に思いを巡
らせてみてはいかがでしょうか。今回のガラス展示では、昭和30-60年代の苫小牧にスポッ
トライトを当て、懐かしい苫小牧を感じられるような資料を集めました。苫小牧で昭和を過
ごした方、そうではない方、それぞれの楽しみ方があると思います。一年の終わりに、あた
たかい気持ちに出会えますように。 

     ガラス展示「昭和30-60年代の苫小牧」 

パソコンや携帯電話が普及してカンタンに何かを記憶することができる今でも、毎日使って
いる文具。みなさんはお気に入りの一品ありますか？鉛筆、万年筆、メモ帳などなど、機能
やデザインは様々です。１２月の新刊棚横の展示は、「文具だらけ」。たかが文具、されど
文具！棚を文具だらけにしてお待ちしております。 

   新刊棚横展示「文具だらけ」 

   児童展示「ハッピーメリークリスマス！！/自由研究」 

国産の飛行機が56年ぶりに飛び、来年の3月には北海道新幹線が開通する。今回のOPAC横の
展示は”乗り物”をテーマにしています。海を越える（仰々しい言い方ですがつまり北海道
の外に出る時）あなたはどの乗り物を選択しますか？残念ながらスペースの都合上新幹線と
飛行機だけですがゆっくりご覧ください！クリスマスイブまでの展示となっております。 

   検索機横展示「飛行機VS新幹線」 

毎年恒例、クリスマスの本を集めて展示します。たくさんのクリスマスに関する本が新しく
出版されていますが、古くからずーっと愛され続けた本も図書館にはたくさんありますよ。
親子と、友達と、恋人と、本からクリスマス気分を味わいませんか？この季節とっても人気
の為、すぐに借りられてしまうことが予想されます。気になる本がある方は、早めの予約を
おすすめします。また、図書館入ってすぐの棚では自由研究に役立つ本が大集合しています。 

もう12月です。1年もあっという間に終わろうとしています。ｱﾚﾚｰｵｶｼｲﾅｰ…。アートフェ
スや青空図書館の準備に駆け回っていたのも過去のお話。 
お年玉をもらう側だったのも今は昔。渡す側に回るとわかるこの難しさ。あまりお金の話
はしたくないのですが、こればかりはバランスが大事ですし親戚中をさりげなくリサーチ
している今日この頃です。 
…それよりも前にクリスマスというイベントもありましたね。たまには（？）図書館らし
い文章にしようと担当一押しのクリスマス関係本を一つ。 
『まどから おくりもの 五味 太郎／作絵』 うっかり屋さんのサンタさんを描いた仕
掛け絵本です。10月の展示に使用した時、懐かしいな～と思わず見入ってしまいました。 
初版は1983年！世代を超えて愛される名作です。良い子以外にサンタさんは来ないかもし
れないので、皆さん胸に手を当てて反省する準備はよろしいでしょうか？ 

図書館文化セミナー 
のためお休み 


