
日時：１月２０日（金）１３：３０～１５：００ 
場所：中央図書館２階講堂・他 
定員：２０名（先着順） 
申込：１月４日（水）～中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１） 
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図書館探検ツアー 
「図書館を楽しく上手に使うには」 

みなさん待望の借りた本の記録手帳が再び登場で
す！【本の手帖 2017】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、ぜひ活
用してみてください！！昨年はご好評につき、わず
か数日で在庫切れとなりましたので、お早めに！ 
※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 
 

クリスマスやお正月が終わったあとの冬休みも図書館で読みきかせやマジック・クイズなど
で楽しみませんか？図書館のスタッフによる読みきかせや、ムッシュ マゴス ナンジョウに
よるマジックショー等お楽しみ企画が盛りだくさんです！ 
 
日時：１月１２日（木）１３：３０～１４：３０ 
場所：苫小牧市立中央図書館 ２階講堂 
申込不要・直接会場に来てください！（読みきかせやクイズの内容は小学生向けとなりま
すが、小学生以外の参加も大歓迎です！） 

本の手帖、ふたたび 

図書館 
カレンダーは 
４ページに 
移動しました。 

普段は入る事の出来ない閉架書庫の見学や参考郷土室でのレファレンス
の体験など、通常とは少し違った体験をしていただきます。 
普段参考郷土室にいるスタッフが担当いたします。 
参加無料です。お気軽にご参加ください 



２ 

１月１５日 95分 洋画（アメリカ） 
 『グリース』 

１月２９日 103分 邦画 
『稚内発学び座』 

１月２２日 58分 アニメーション 
『ゆかいなゆかいなアニメコレクション ワルツの王様』 

『吾輩は猫である』『坊っちゃん』『草枕』『三四郎』『それから』『心』『明暗』…数多くの名作を遺し、千
円札に肖像が採用されたことでも知られる文豪・夏目漱石。2016年は没後100年、2017年は生誕
150年です。これを記念して、本や略年譜、様々なエピソードをご紹介しています。ぜひご覧いただき、
新たな漱石との出会いの場となれば幸いです。 
←『直筆で読む「坊ちゃん」』集英社 2007年10月 夏目 漱石 F ナ 

私たちは色によって、物を見たり、嗜好や食欲の感覚、感情さえ左右されることがあります。時には、
顔色を見て健康状態を推測することもありますね。また、私たちが物や感情を色で表現することもあ
ります。このように色は生活の中のさまざまな場面で大きな役割を担っているようです。 
色を科学的に分析する本、色辞典、写真集等、色にまつわる本を集めてみました 

『色』マール社 2009年3月 アンヌ・ヴァリション／著 757.3 イ→ 

 検索機横展示「色の世界」 

最近、「文豪」という言葉をいろいろな分野でよく目にするようになりました。 
文豪とは、明治・大正・昭和の小説家とよばれた人の中でも力量、人気ともに持ち合わせている偉
大な文学者のことを言うそうです。なお、現在存命の人気作家さんは文豪とはよばれません。 
今回は日本の文豪の方たちの作品を集めてみました。今興味を持っている方、昔、国語の教科書
で読んでなつかしく思った方、手に取ってみてください。新たな発見があるかもしれません。 
←『文豪聖地さんぽ』一迅社 2016年7月 910.26 フ 

   新刊棚横展示「文豪と呼ばれた人たち」 

本の
表紙 

本の
表紙 

本の
表紙 

本の
表紙 

   YA展示「おこたでろんぐしりぃず」 

こたつなんかないよ、というそこのあなた。比喩です。それくらいのんびり読書できるといいな…という
希望です。さて冬休みで、いつもより腰をすえて読書しようかな…そこは長いシリーズ、まとめて借りて
みませんか？ヤングアダルト向けのファンタジーやラブコメは設定が盛り込まれていたりキャラクター
多くなったりで、全２０冊以上!という長編があります。今回はそんなシリーズをＰＩＣＫＵＰしてみました！ 
←『魔法科高校の劣等生①～⑳』アスキーメディアワークス 2011年7月 佐島勤/著 BFシ1～20 本の

表紙 

      ガラス展示「夏目漱石の世界～没後100年 生誕150年」 

  児童展示「みんなの未来のお仕事」 

今月はお仕事がたくさん載っている本を集めました！将来どんな仕事をしたいかみなさんはもう決まっ
ていますか？？人気のお仕事ランキングによくでてくるのは、サッカー選手、お医者さん、パティシエ、
保育士などですが、実はこの他にもまだまだたくさんのお仕事があるんですよ！へー！こんなお仕事
もあったのかー！と、新しい発見ができること間違いなしです。将来の夢も変わってくるかも・・！？
児童カウンター横の丸テーブルに展示してあるので、ぜひご覧ください！ 

『まちのしごとば大研究 1』岩崎書店 2016年2月 まちのしごとば取材班／編 36 マ 1→ 

１月８日 30分 アニメーション  
『レオ・レオニ 5つの名作』 

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊ 
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舞台作品を映画化し、70年代を代表する作品となった
「グリース」。天真爛漫だった時代に郷愁をはせるだけで
はなく、ロックン・ロール時代に敬意を捧げるミュージカル
映画。ジョン トラボルタ／出演 

校長と教師の神崎は二人で校内の非行に立ち向かおう
とする。郷土芸能部の生徒達に地域文化を理解させる
為ソーラン節を勧めるが…渡瀬 恒彦／出演 

トムとジェリーと仲間たちの楽しいお話。「ワルツの王様」
「公園は楽しいわが家」「夢は音楽家」など全8話収録。 
トム／出演、ジェリー／出演 

様々な手法で作品を作り上げるレオ・レオニ。個性、知
恵、勇気などをテーマにしたユニークなストーリー。『フ
レデリック』他５編を収録。渡辺満里奈／ナレーション 
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ブックポストの
写真 

☆図書館員の雑談日記☆ 
図書館の裏側や豆知識やあれやこれや…を紹介する雑談日記。初回は「こんなのしって
ました？」図書館にある便利なアレ！！ 
図書館自体は休館日がありますが、なんと３６５日２４時間年中無休で本は返却いただけ
ます！ 
その名も… 
中央図書館はもちろんのこと、コミュニティセンター図書室にも 
設置しております。（勇払公民館にはございません。ご了承くだ 
さい。）自動返却システムではないので返却までのタイムラグ 
が出ることがあります。お急ぎの時はお手数ですが、カウンター 
までお願いします。また、郷土資料や大型の絵本など一部、 
ブックポストで返却できないものは、貸出の際にスタッフよりお声 
かけさせていただきますのでご協力お願いいたします。忙しくて 
返却に行けない…そんなあなたの強い味方！中央図書館は 
入口と裏口の二か所にございますので、ぜひご利用ください！！ 

 
ＮＤＣってなーに？？① 
～ＮＤＣについて知ろう！ 
 

 図書館の本は並ぶ順番が決まっているこ
とはご存知でしょうか？おおまかに10種類の
分類があります。今後こちらのコーナーで、
順番にその10種類を紹介していきます。が、
初回の今回はＮＤＣにそのものについて。 
ＮＤＣとは日本十進分類法（Nippon Decimal 
Classification）の略で、アメリカの十進分類
法を元にしています。探す方が探しやすい
ように、そして本を棚に戻すときに戻しやす 
いように。数字によって本の住所が決まっ 
ています。本の背表紙に番号があります。 
細かい区分は次回以降に！ちなみに左 
         にある絵はNDCをモチーフ 
         に当館のスタッフが書き下 
         ろしたものです。絶賛販売 
         中のトートバック（税込1000 
         円)にものっています。次回 
         の「NDCってなーに？？」は 
         再来月です。来月は別の 
         連載がスタートします。 

『世界のお墓文化紀行』 
 

誠文堂新光社、長江 曜子／監修
629.8 セ 

最近は色々な旅行記があふれています。
「死ぬまでに見たい」で始まる旅行本や絶
景本もたくさんありますね。なかなか行くこと
のできない場所が紹介されていて、「いつ
か行ってみたい」と思うのと同時に、「けし
て近くない場所を手軽に見に行ける」嬉し
さを感じます。でも今回は…お墓？ 
文字通り本書には世界のお墓が写真付
きで載っております。日本で一般的なのは
石のお墓ですよね。でも世界では…？気
候、文化、死生観など、そこに生きる人々
の違いにより、異なってくるお墓や埋葬方
法。エジプトのピラミッド（一部でお墓では
ないとされる説もあり）や鮮やかに彩られて
一見お墓に見えないもの、そして宙に吊ら
れた棺桶まで。ぜひご覧になって違いを比
べてみて下さい。 

今月の新刊案内 連載コーナー！ 

「ブックポスト」→→→→→→ 
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編集後記 
 

新年、あけましておめでとうございます！本年も中央図書館並びに
ぱぴるすをよろしくお願いいたします！さて、お気づきの方もいらっしゃ
るでしょうか？新年となりましたので「ぱぴるす」がリニューアルいたし
ました。巻頭にありましたカレンダーは巻末へ、巻末にあった展示
コーナーは中ページへ…など配置変更の他、新しいコーナーも始
まります。ぜひ変化をお楽しみください！ 

                             
編集／発行  

苫小牧市立中央図書館  
指定管理者  

TRC苫小牧グループ   
           〒053-0011 

北海道苫小牧市 
末広町3丁目1番15号  

☎ 35-0511 Fax 35-0519  

✉ info@tomakomai-lib.jp 

【開館時間】9：30～20：00 

★ 苫小牧子どもの本の会  
☆ にじのはし 
◆ おはなしオルゴール  

○ミニシアター 

○ミニシアター 

○ミニシアター 

○ミニシアター 

イベント予定                …新春おはなし会 
  …よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）     １２日 １３時半～   
  １５日 1５時～ 
  …よみきかせ（にじのはし） 
  １４日１１時～／２８日１１・１４時～ 
  …ストーリーテリング（おはなしオルゴール） 
  ２１日 １４時～ 
  …赤ちゃんとたのしむはじめてのえほん広場 
  ２０日 １０時半～（申込：５日～１２日） 
  …図書館探検ツアー 
  ２０日 １３時半～（申込：４日～） 

♥♡☆★●○◆◇□ 
■◎△▲▽▼♫♪ 
 行事によって記号を 

使い分ける。 

ミニシアターの詳細は 
２ページに、 
イベントの詳細は１ペー
ジに載っております。 

…ミニシアター 
  毎週日曜１３時半～ ２階講堂 入場無料 申込不要 


