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ぱ
図書館イクメン講座
絵本をひらいてLET’Sイクメン！！
＊イクメンって何だろう？
何をしたら、どうしたら「イクメン」なのか。母親・父親・
子どもそれぞれの目線から考えられる“イクメン”から
どんなイクメンになるかを一緒に考えましょう。
＊子どもと絵本
絵本の選び方や読みきかせのコツについてだけで
なく、実際にスタッフと一緒に児童コーナーから絵
本を選んで頂きます。
上記の二点を主軸としてお子さんとの関わり方など
「イクメン」への初めの一歩を踏み出す講座です。
すでにお父さんになっている方だけでなく、これから
お父さんになる予定の方の参加も大歓迎です。現
役男性保育士を講師に迎えての講座となります。
日時：２月２６日（日）１０：３０～１２：００
場所：中央図書館１階おはなしコーナー
対象：０～１歳のお子さんがいるお父さん、
または近くお父さんになる予定の男性
定員：１０名（先着順）
申込：２月１日（水）～中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）

図書館文化セミナー
「門脇松次郎とその時代」
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お隣の美術博物館で行っていた特別展示「苫小牧スポーツ宣言都市50周年記念 門脇
松次郎と苫小牧のスポーツ」の中心人物である「門脇松次郎」氏の業績・活動と、その後
の苫小牧市への影響についての講演会です。講師に美術博物館 学芸員 武田 正哉
（たけだ まさちか）氏をお迎えします。
日時：３月１２日（日）１３：３０～１５：００
場所：中央図書館２階講堂
定員：７０名（先着順・整理券を配布いたします）
申込：２月１４日（火）～中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）
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ガラス展示「氷都とまこまいのアイスホッケー」
王子イーグルスは90周年、トヨタ自動車センチュリーズは20周年と、記念すべき2016-2017シーズン。
王子イーグルスの草創期～戦前戦後を中心に氷都とまこまいのアイスホッケーの歴史を見てただきた
く、2階自習室前と連動して資料をご紹介いたします。懐かしいもの、初めて目にするもの、美術博物
館からお借りしたものもございます。それぞれのアイスホッケーの世界に触れてください。
←『スケート物語 戦前編』苫小牧郷土文化研究会 2001年12月 友成 真七/著 HT784.6 ｽ 1

検索機横展示「無限の彼方へさあ行くぞ！ 再び」
ココハチキュウ、ムカウハウチュウ。我々にもっとも身近な天体といえばもちろん地球ですが、そこか
ら少し離れてみると月があり、燦々と輝く太陽があります。そこからどんどん離れていってみると・・・何
があると思いますか？それを探しに無限の空間である宇宙へ彼方へ旅立ってみませんか？１階検
索機横にて宇宙や星々の謎に迫る本を展示中です！ぜひとも謎を解明してみてください☆彡
『ファー・アウト』 新潮社 2010年11月 マイケル・ベンソン／著 443.6 フ
→

新刊棚横展示「てのひらシアター」

2016年、どんな映画を見ましたか？昨年は、アニメ映画が多くヒットしたり過去の人気作の続編が公
開されたりと、興行収入ランキングをみると面白い結果となっております。映画のノベライズ本・原作と
なったノンフィクション・物語。邦画・洋画・アニメーション…最近の話題作から、数十年前の名作、こ
れから劇場公開される注目作まで！ちなみに、図書館２Ｆの情報サロンにて閲覧できる映画リストも
展示しておりますので、お時間のある方はぜひ１本まるごと視聴していってくださいね！
←『インデペンデンス・デイ』徳間書店 1996年11月 Ｂ93デ

児童展示「本を読んで、やってみよう！」
作って、体験して、遊んで、チャレンジして…。本を使って、いろんなことをしてみませんか？郷土料理
の作り方からはては魔女パーティーのやり方まで！？身の回りのことから、こんなことできるの？という
びっくり仰天なものまで、幅広くご用意しております。その内容はなんと４０以上！たくさんの種類の中
から、どうぞ気になる１冊を選んで読んでみてくださいね。読んで知識に足すのも良し、形にして経験
にするのも良し！本を展示している場所は、児童カウンター近くの丸テーブルですよ～。
『あたらしいみかんのむきかた 2』小学館 2011年10月 岡田好弘/作 神谷圭介/絵・文 79 ア 2→

YA展示「かしらもじ如月のまき」
あなたに挑戦です！今回のＹＡ展示は、本のタイトルかしらもじで「ある言葉」を表しています…
さて、その言葉とは？答えが気になる方は直接本棚へ！ＰＯＰに答えは隠れてますが…答えを見ずに
わかった人、ぜひ私たちスタッフに教えて下さい～！いつも仲良くしてくれる素敵なお姉さん、数少な
いイケメン(・`ω´・)☆お兄さんへぜひ！その言葉をお伝えください!!
←『異世界コンシェルジュ1～6』出版社 2014年12月 天野光汰/著 請求記号Fア1～6

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊
２月１２日 55分 アニメーション（日本）
『ぼくは王さま ぞうのたまごとにせもの王さま』

２月５日 142分 洋画（アメリカ）
『フォレストガンプ』

練習をさぼってばかりの王さまが、隣の国の王さまから、
オートバイできょうそうをしようといわれ…「にせものばんざい」
などおはなし2話とショートアニメを収録。チョー/声の出演

「人生はチョコレートの箱、開けてみるまで分からない」
という有名なセリフで社会的に人気となった作品。
トム・ハンクス/出演

２月１９日 127分 洋画（アメリカ）
『ライフ オブ パイ』

２月２６日 59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2 台所戦争』

カナダへの移住のため、経営していた動物園の動物た
ちと貨物船で旅立つパテル一家。しかし、太平洋の真
ん中で嵐に見舞われ…。シャルマ・スラージ/出演

トムとジェリーと仲間たちの楽しいお話。「恋のとりこ」「台
所戦争」「夜中のつまみ食い」「夢と消えたバカンス」「命
がけのクイズ・ショー」など全8話収録。
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☆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。２回目は「図書館とレ
ファレンス」。先日行われた「図書館探検ツアー」についてご紹介します。
1月20日の午後。平日の金曜日ですが、10名以上の方にご参加いただきました。一時間
半のスケジュールの内、最初の30分は館内見学、残りの60分はレファレンス体験を行いまし
た。前半の館内見学では、普段はスタッフしか入ることのできない閉架書庫や対面朗読室
などをご覧いただきました。普段はしまってある郷土資料もたくさんの方にご覧いただけました。
後半のレファレンス体験では実際に参加された方の疑問解
決をスタッフがお手伝いさせていただくだけでなく、スタッフ
目線でレファレンス体験もしていただきました。こちらが用意し
たレファレンス問題だけでなく、ご自身の気になったことを調
べている方もいらっしゃいました。開催する私どもといたしまし
ても初めてのツアーでドキドキしながら皆さんをご案内してい
たのですが、終始和やかに進みましたこと嬉しく思っており
ます。今後も開催予定ですのでぜひご参加ください！

連載コーナー！

今月の新刊案内

ＮＤＣってなーに？？②
～請求記号とは？

『賢治童話
ビジュアル事典』

前回に引き続き、NDCについて説明するこ
のコーナー。今回は請求記号の読み方に
ついて説明します。請求記号とはＮＤＣを元
にした数字のことを言います。当館の一般
書には背表紙の下方分に三段に分かれた
シールが貼ってあります。一番上の段の数
字が請求記号（つまりNDC）、二段目が図
書記号（タイトルの頭文字）となっています。
３桁～６桁で内容によって数字が違うので
すが、大きく分けると10種類（100の位が０
～9です）になり、類目と言います。下の例
にある「123.4」だとしたら類目は「1」の部分
にあたります。次回より、各類目についての
紹介になります。

123.4
ア

岩崎書店 中地 文／監修 ９１ケ
宮沢賢治の童話はいつの時代も頻繁に
教科書に掲載され、子どもも大人も作品に
お目にかかる事が多いですが、その反面
「むずかしい」と感じる人も多いのではない
でしょうか。と言うのも、『幻燈』『ふいご』
『しゅすの服』『電気菓子』等々、私たちが
目にしたことがない単語も多く、童話の世
界を想像するのを少し難しくしているのでは
…？そんな観点からこの本は賢治の童話
に出てくる生物・自然現象やくらし、食べ物
などを写真やコラムなどで解説した事典で
す。「あ、童話に出ていたこれは、こういうも
のだったのか」という発見が大人も子どもも
必ずこの本から見つけることができます。そ
してその発見が、いままで読んだことのある
賢治の童話の世界の理解が広がるきっか
けとなってくれる、そんな１冊です。

※新連載スタート
の予定でしたが、
諸事情により来月
に延期となりました。
ご了承ください。
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館内整理
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…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

イベント予定
…よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）
５日 1５時～／１９日 １５時～
…よみきかせ（にじのはし）
１１日１１時～／２５日１１・１４時～
…ストーリーテリング（おはなしオルゴール）
１８日 １４時～
…赤ちゃんとたのしむはじめてのえほん広場
１７日 １０時半～（申込：１日～８日）
…図書館イクメン講座
２６日 １０時半～（申込：１日～）

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。

編集後記
年が明けてから、あっという間に月日が過ぎましたね。気づけばもう二
月です。世はバレンタインかもしれませんがここはあえて「洋」ではなく
「和」の話題で行きましょう！二月の別名（陰暦）は如月（きさらぎ）。
「衣（きぬ）を更（さら）に着（き）る」から「きさらぎ＝如月」になったとさ
れる説があります。（他にも諸説あります。）一段と寒くなるこの季節、
しっかり着込んで体調管理にはくれぐれも気をつけたいものです。
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