
日時：３月１８日（土）９：３０～ 
場所：初日・中央図書館２階講堂、２日目以降・１階エントランス 
お問い合わせ：苫小牧市立中央図書館（☎３５－０５１１） 
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雑誌リサイクル市 

針と糸を使ってオリジナルの和綴じメモ帳を作るワークショップです。 
図書館の資料保存で使用している製本方法を簡単にお教えいたします。 
工作が苦手な方でも大丈夫です。参加無料です。 

修理製本講習「和綴じをやってみよう！」 

図書館 
カレンダーは 
４ページに 
移動しました。 

図書館で不要になった雑誌を無料でさしあげます。どうぞお見逃しなく！！ 
【お願い】 

①おひとりさま１０冊まででお願いします。 
②痛みの激しいもの･ページが抜けているもの・欠号している 
  ものがありますが、ご了承ください。 
③譲り合ってのご利用をお願いします。 
④お持ち帰り用の袋･カバン等をご用意ください。 
 

84タイトル約1200冊をご用意してお待ちしております！ 
※当日９時より図書館入口にて整理券を配布いたします※ 

日時：３月２５日（土）１０：３０～１２：００ 
場所：中央図書館２階研修室 
対象：中学生以上 
定員：１０名（先着順） 
申込：３月１日（水）～中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１） 

日時：３月２６日（日）１４：００～１５：３０ 
場所：COCOTOMAラウンジ(表町5丁目11-5 ふれんどビル・テナント棟１階） 
定員：３０名（先着順） 
申込：３月１日（水）～中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１） 
              COCOTOMA 窓口またはお電話（３３‐１５３４） 

アイパッドで絵本の読み聞かせ＆ 
電子図書を体感しよう！ 

電子図書での絵本は紙の本と違った楽しさがあります。そのワクワクを読み聞かせ会で 
体験してみませんか？その後はご自宅でも読めるように電子図書の体験会を行います！ 
どなたでも無料でご参加いただけます。ぜひ、電子図書館マスターになりましょう！ 
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３月１２日  

３月２６日 56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３』 

３月１９日 117分 邦画  
『カノジョは嘘を愛しすぎている』 

小さなあおむしがいろいろなものを食べながら大きくなり、きれいな蝶になるお話といえば・・？
そうです。『はらぺこあおむし』です。世界的ベストセラーの『はらぺこあおむし』が日本での刊
行４０周年を迎えたことを記念し、今月のガラス展示ではエリック・カールの世界と題して、い
ろいろなはらぺこあおむしやその他の作品を展示しております。鮮やかな色使いと自然的な
風合いが印象的なエリック・カールの世界。みなさまぜひご覧になって下さい。 
←『はらぺこあおむし』偕成社 1989年 エリック=カール／さく，もり ひさし／やく E ハ 

子どもの頃に読んだ絵本、子どもに読んであげた物語、そして大人になった今もう一度自分
の為に読んでみるおはなし。人生に三度楽しめる本があります。子どもだましではない、子ど
もだけに楽しんでもらうのはもったいない。幸せな時間が流れる本を集めてみました。 

『くまとやまねこ』河出書房新社 ２００８年４月 湯本 香樹実／ぶん Ｅ ク→ 

 検索機横展示「大人に届ける子どもの文学」 

御朱印とは、もともと経典を書写してお寺に奉納し、その証として朱印を押した書面をいただいていた
ものでした。時代とともに「お寺にお参りした印」という意味合いが強くなりました。参拝ブームで御朱
印帳を持参される方が増える中、数集めだけの目的で来られる方、御本尊様に御挨拶も御礼も
せず去られる方が多くなっているようです。「参拝記念帳」ではなく「参拝祈念帳」であること、本来
の意義を少しでも心に留めてお参りし、ぜひあなただけの1冊をつくってみてはいかがでしょうか？ 
←『御朱印巡礼』 淡交社 2012年3月 淡交社編集局／編 186.9 コ 

    新刊棚横展示「御朱印めぐり」 

    YA展示「かしらもじ弥生のまき」 

今月もあなたに挑戦です！今回のＹＡ展示は先月に引き続き、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～！ 正直、個人的にはあまり言
いたくないこの言葉。時期がら仕方ない…ですかね？ 
←『夜は短し歩けよ乙女』角川書店 2006年11月 森見登美彦/著 Fモ 

         ガラス展示「エリック・カールの世界」 

  児童展示「かぞくっていいね」 

入園、入学、進級…、この春新しい環境に踏み出す子ども達。いつもと違う環境にワクワク、
ドキドキ。そんな時家族の存在ってホッとしますね。環境が変わる春だからこそ家族の温かさに
改めて気づくきっかけとなる本を集めました。例えば「あなたをずっとあいしてる（ポプラ社 宮西
達也 Eテ）」。マイアサウラのお母さんは拾ったたまごのあかちゃんも大切な家族。このコー
ナーの本を読んで改めて「かぞくっていいね」と思ってもらえたらうれしいです。 

『あなたをずっとあいしてる』ポプラ社 2015年5月 宮西たつや／作絵 Eテ→ 

３月５日 108分 洋画（アメリカ）  
『ワン モア タイム』 

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊ 
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図書館文化セミナー 
『門脇松次郎とその時代』 
開催のためお休み 

トムとジェリーと仲間たちの楽しいお話。「可愛い花嫁さ
ん」「ピアノ・コンサート」「ごきげんないとこ」「ネズミ取り必
勝法」「ゴー!ゴー!ドカン!」など全8話収録。 

小笠原秋は小枝理子に正体を隠したまま付き合い始
める。ビジネスとしての音楽に嫌気が差していた秋は、理
子の純粋な姿に惹かれていくが…佐藤健/出演 

アレックスは、初対面のはずのコリンヌに何故か見覚えが
あり…？娘の彼は夫の生まれ変わり? ワシントンに咲いた
ステキでおかしな恋の奇跡。ロバート・ダウニー,Jr./出演 
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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。３回目は「ボランティアと
よみきかせ」。左下の連載コーナーでも紹介していますが、図書館ではスタッフだけでなく、
様々な団体、個人の方が活動されています。まさに縁の下の力持ち！な存在のボランティ
アさん。詳しい活動内容等は、今後ゆっくり説明していくとして（今回説明してしまうと、つまら
ないので）…。今回は、よみきかせの部分に焦点を当てていき 
ます。下記の連載コーナーにあたって苫小牧子どもの本の会 
さんのおはなし会を見学させていただきました。拝見させていた 
だいた回は通常より年齢層が低かったということですが、臨機 
応変にお客様の年齢層にあわせた本を読まれていました。た 
だ読むだけではなく、聞いている方が居るということ。読み手も 
聞き手も、お互いの事を思って絵本の世界に入れるのは素敵 
ですね！雑談日記では図書館の表だけでなく裏側も発信して 
いきますので、今後もお見逃しなく！！ 

今月のボランティアさん① 
～苫小牧子どもの本の会さん 

『おんな城主直虎 1』 
 

  NHK出版 森下 佳子／作， 
豊田 美加／ノベライズ F ト 1 

今月の新刊案内･一般 
連載コーナー！ 

時は戦国時代。井伊家は親族の男たちが
皆死んでしまい、御家断絶の危機にあった。
そんな井伊家を救うべく立ち上がったのが、
尼になっていた当主のひとり娘・おとわ(のち
の直虎)。 
井伊家存続のために、女ながらに城主とし
て領地を守り、井伊家を後の「徳川四天
王」の一つに押し上げた次郎法師直虎の
幼少期から城主になるまでの話がこの本に
は載っています。この本は今年のNHK大河ド
ラマの放送台本をもとにしたノベライズ本で、
あまり井伊直虎を知らない方も大河ドラマを
見ていなかった方も、とても読みやすくわか
りやすく書かれています。興味があるという
方・見てみようという方は予習・復習のため
に読んでみてはいかがでしょうか？ 

 このコーナーでは、図書館で活躍するボ
ランティアさんを紹介していきます。初回は
長年図書館で読み聞かせ活動をされてい
る「苫小牧子どもの本の会」さんです。今年
度、子どもの読書活動優秀実践団体の部
で文部科学大臣賞を受賞されました。今
回は代表の上田さんにお話を伺います！ 
 苫小牧子どもの本の会さんの始まりは
1985年。なんと図書館が現在の末広町で
はなく、旭町にあったころから活動されてま
す。会での勉強会を毎月４回、30年以上
続けてこられたとのことです。「楽しんでもら
える絵本に出会うことを願って」「長く続ける
ことが大事」という思いで活動されていると
のことで、その言葉通りの素敵なよみきかせ
でした。現在は第１・３日曜日の午後３時か
ら、中央図書館１階児童コーナー奥にある
“おはなしコーナー”にて活動されてます。
今年の５月より活動日が第３日曜日の午
後２時からに変更になりますのでお越しの
際はご注意ください。 
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編集後記 
 

今年も早くも３月。年度末ですね。春ですね。…と言いたいのですが
北海道はまだまだ春は遠く…。早く暖かくなって欲しいものです。３月
の別名「弥生」は「弥＝いよいよ、生＝生い茂る」ということで草木が
芽吹くさまを表す言葉…ですが、北海道はやはり弥生には、春には
遠いですね。私自身、桜が舞い散る中での入学式や卒業式を経
験してみたいと思っていたのはここだけの話です。 

                             
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 
  …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） 
  …修理製本講習 
  ２５日 １０時半～（申込：１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 


