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ぱぴるす 2016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 

【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 

1月度の「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」の募集は、2015年12月27日にて終了しました 

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) 

≪あなたの大切な本、修理しませんか？≫ 

日 時 １月２６日(火) １０時００分～１２時００分 
場 所 中央図書館 ２階講堂 
対 象 一般(１８歳以上) １５名様(先着順) 
持ち物 「修理したい本」をお持ち下さい 
申込み 中央図書館カウンター、または電話にて受付 

※問い合わせ 苫小牧市立中央図書館（℡:0144-35-0511) 

昔から愛読してページが取れてしまった本。思い出の本だけど割れてしまった本。 
そんな大切なあなたの本、自分の手で直してみませんか？NPO法人修理製本北海道 
代表理事である「坂上吉武」さんを講師としてお招きし、本の修理講習会を行います。 



祝！アニメ放送開始＆実写映画化決定！ 
 

２ 

 
 
 

 『知られざる萬古焼の世界』 内田 鋼一/著  
誠文堂新光社 751.1 ｼ 

【創意工夫から生まれたオリジナリティ】 
 江戸時代中期に生まれ、明治期より三重県四日市市の地場産業として発展してきた陶器のひと
つである萬古焼(ばんこやき)。まわりの地域にはたくさんの窯場があり、けっして土に恵まれて
いたわけではなかったそうですが、新技術の開発・造形やデザイン性・流通開拓など、創意工夫
をすることによってその地位を確固たるものとし、1979年には「四日市市萬古焼」として伝統工
芸品の指定を受けました。形や色のバリエーションも非常に多く、キッチュな魅力にあふれ、現
代の暮らしや感性に訴えかけてきます。しかし、やきものを知る上での資料館や専門文化施設は
萬古焼にはなく、作り手も萬古焼自体も減り続けて、いずれは消えてしまう危機にありました。
そこで2015秋、四日市市にある萬古工業会館１階にて【BANKO archive design museum】を開館し
ました。この本では萬古工業会館に展示している色とりどり、そしてさまざまな形の魅力あふれ
る萬古焼を紹介しています。器や急須・湯飲みといったザ・陶器はもちろん、茶碗ややかんと
いった日用品や、海外向けにつくられたキューピー人形なんてのもあります！その他にも、いろ
んな方面から多角的に見た萬古焼を紐解いて紹介しています。なめらかで美しい萬古焼。読めば
その魅力にハマること間違いなしです！表紙の黄色い素敵な萬古焼きが目印です！ 
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『僕だけがいない街 1～6 以下続刊』 三部 けい/著  
KADOKAWA HT 726.1 ﾎ 

苫小牧市出身の作者が描く時間逆行サスペンス！直接地名こそ出てきませんが、随所にどこかで見た
ような苫小牧チックな風景がたくさん出てきます！2014年、2015年と連続でマンガ大賞２位受賞など
大ヒット中の本作ですが、１月７日からフジテレビ、ノイタミナ(深夜アニメ)枠でのアニメ放送もス
タートします。（個人的には北海道で遅れなしに見られるのか若干不安ではありますが）ネタバレせ
ずにレビューを書くのは苦手なのでぜひぜひ皆さまお手に取ってご覧ください。この度、一般書にも
追加で購入しましたので、回転率も上がりました。この作品に限った話ではありませんが、地元の人
間だけにしかわからない描写を見つけると思わずニヤリとしてしまいます。 
（※アニメ放送日は番組公式ホームページで確認していますが変更される可能性がございます） 

 
 
 

『Wonder ワンダー』 R.J.パラシオ/作 ほるぷ出版 93 ﾜ 
 「もし自分の顔に大きな障害があったら？」そう考えてみたことはありますか。オーガストは
「ふつう」の男の子。ただし、生まれつき顔に「ふつうじゃない」障害を持っていました。10歳
になり、はじめて学校に通うことになったオーガストですが、生徒たちは彼の顔を見て悲鳴をあ
げ、じろじろながめ、やがて避けるようになります。そして、オーガストは・・・。オーガスト
と、彼を取り巻く人物たちが各章の主人公になって進むお話です。表紙は、目の覚めるようなブ
ルーの中に印象的な瞳を持つ男の子が描かれているいたってシンプルなもの。秋頃から書店で山
積みに並べられているのを目にした方も多いのではないでしょうか。難しい内容と決めつけて敬
遠するのはもったいない！夢中になって一気に読み進めること間違いなしです。誰もが体験しう
る身近な感情が、本書の中のあちこちに散らばっています。癖のない文章で、映画をみているか
のように次々と情景が浮かびあがり、読み終わったら満足なため息がこぼれますよ。新年に読む
１冊目として、ぜひぜひ手に取って貰いたい本です。自信を持っておすすめさせていただきます。 



猫田の 

  つぶやき 
あけおめにゃん☆去年はぱぴるすジャックしたけど、今年はしかたないから
勘弁してやるのにゃん。ところでお年玉はみんなもらったかにゃ？猫田もお
年玉欲しいのにゃん。そうそう、今回の展示は【大河ドラマだョ！全員集
合】にゃん。歴代の大河ドラマの主人公たちに関する本を集めてみたのにゃ
ん。ちなみに今年の大河ドラマは『真田丸』にゃん。話題の俳優堺雅人さん
が主人公の真田幸村(真田信繁)を演じるのにゃん。監督は三谷幸喜さんにゃ。
どんな作品になるのか楽しみだにゃん♪ 

３ 
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≪本の手帖、はじめました≫ 
みなさん待望の借りた本の記録手帳が登場です！ 
【本の手帖 2016】と題しまして、返却のお知ら
せのレシートを貼り付けたり、直接書き込むこと
が出来るようになっていて、読んだ本を記録して
いくことが出来ます！マスキングテープを使って
自分だけのオリジナル本の手帖にすることもでき
ますので、ぜひとも活用してみてください！！！ 

※中央図書館でのみ配布しております 

≪新春 子どもおたのしみとしょかん≫ 

日 時：平成２８年１月１４日(木) １３時３０分～１４時３０分 
場 所：苫小牧市立中央図書館 ２階講堂 
    申し込み不要です。直接会場までお越しください。 

【プログラム】 
・図書館スタッフによる読みきかせ 
・ムッシュ マゴス ナンジョウの読みきかせ＆マジックショー 
・ものしり大賞はだれかな？おたのしみ新春クイズ大会 

お正月が終わったら、冬やすみの楽しみはなくなっちゃう？いえいえ、せっかくの冬やすみ、
図書館のイベントで楽しんじゃいましょう！ムッシュ・マゴス・ナンジョウの読み聞かせ＆
マジックショー、スタッフによる楽しい紙芝居、新春クイズ大会ともりだくさんの内容でみ
なさんをお待ちしております。もちろん小学生以外の子の参加もOK。申込み不要なので、お
友達をたくさん誘ってきてください♪ 

≪おたのしみふくぶくろ≫ 
あけましておめでとうございます☆お正月ということで、児童コーナーにふくぶく
ろを用意させていただきました。もちろん図書館ですので貸出するふくぶくろです。
ランダムに３冊入っていますので、開けるまでどんな本がはいっているのかわから
ないドキドキを味わってみてください（入ってる本はひみつですが、ヒントがちょ
こっと書いてあります）。今まで読んだことのない本を読むチャンスでもあります、
ぜひ手にとってみてくださいね☆彡 

【おたのしみふくぶくろについて】 
・１枚のカードにつき２ふくろまで借りることができます（３冊で１つ扱い）。 
・ふくぶくろ以外の本が８、９冊になっても１０冊を超えて借りることが出来ます。 
・１月５日(火)～１０日(日)まで。なくなり次第終了します。 



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 

     ガラス展示「移動図書館 いまむかし」 

４ 
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年始休館日のためお休み 

図書館ミニシアター 

世界的ベストセラー絵本がついに映画化! ニューヨーク
の博物館で働くテッドがジャングルで出会ったのは、い
たずら好きのかわいい“おさる”。おさるのジョージの
冒険を描いた心あたたまるアニメーション。 

１月１７日 93分 洋画 

  『オペラの怪人』 

１月９日 87分 アニメ 

『おさるのジョージ』 

異形の怪人エリックは、愛する歌姫クリスティーヌに秘
密の特訓を施して鮮烈なデビューをさせる一方、邪魔者
には残忍な手を使うこともいとわない。とうとうクリス
ティーヌを誘拐し、追っ手を手玉にとったが…。 

牧羊犬コンテストで優勝したあとも、ベイブ相変わらず
牧場でのんびり過ごしていた。ある日、主人のホゲット
はベイブのせいで怪我をしてしまう。主人の代わりに働
くためにベイブはホゲット夫人と共に都会へと向かう。 

１月２日 

１月２４日 96分 洋画  

 『ベイブ 都会へ行く』 

１月３１日 102分 洋画 

 『秘密の花園』 

事故で両親を失ったメアリーは、イギリスに住む伯父のクレイヴン伯爵の屋敷に引き取ら
れる。ある日、彼女は小さな鍵を見つける。それは伯爵が亡くなった妻の思い出と共に封
印した「秘密の花園」の鍵だった。メアリーは仲良しの使用人ディコンと、病弱ないとこ
のコリンと共に、大人たちには内緒で花園を蘇らせる決心をする。 

２０１６年も苫小牧市立中央図書館ならびに、 
ぱぴるすをよろしくおねがいいたします 

１９７１年に始まりました移動図書館は今年で発足から４５年の節目を迎えます。はじめは
小さな移動図書館車でしたが、今現在では大きなとまチョップが描かれたバスで、たくさん
の本を載せ町中を駆け回っています。長年に渡る移動図書館事業の歴史を過去の新聞記事と
写真を交えて皆様に紹介いたします。 

寒さの厳しい季節となりましたね。今回の新刊棚横展示は「和のぬくもり」です。歌舞伎や
相撲などの伝統芸能や、折り紙やけん玉などの伝統遊びに関する本を展示しております。 
和の心を感じてほっこりしませんか？ 

   新刊棚横展示「和のぬくもり」 

冬は星がとっても綺麗に見えますね。真夜中、白い息をこぼしながら見上げる夜空は最高の
宝物です。そんなキラキラ眩しい星が出てくる本をたくさん集めました。本の中から、あな
ただけの特別な一番星をみつけてみませんか。児童カウンター前の丸テーブルで展示中です。 

   児童展示「キラキラお星さま」 

恋愛小説といえば……？ハッピーエンドだったり、悲しい結末だったり、まさかこんな展
開！？というものなどなど、いろいろな恋愛小説がありますがみなさんはどんなものをイ
メージするでしょうか？笑いあり、涙あり、ロマンスあり、修羅場あり、もはやなんでもあ
りな恋愛小説をたくさん集めて展示しております。お気に入りの一冊見つけて下さいね☆ 

   検索機横展示「What is love」 

新年あけましておめでとうございます。と言いつつ、実はこの記事は12月中旬に書いているので
まだ年は明けていません。個人的に2015年を振り返ってみると、な～んにもない平凡な１年だっ
たように思えます。世間では油井さんが宇宙に行ったり、ラグビー日本代表が活躍したり、羽生
選手がアイススケートで世界歴代最高点を出したりと、同じ日本人が世界だけじゃなく宇宙でも
活躍してる！と考えると、自分も少し頑張らなきゃな～と思えてきます。そこで2016年の目標は
何かひとつできることを増やしてみようと思います。手始めに英語ではない外国語にチャレンジ
してみようかな！大人の自由研究なんてのもちょっとやってみたい気もします。 

編集後記 -2016年に向けて- 


