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１日司書体験（対象：小学生）
図書館で働く私たちが、いつもどんな仕事をしているのか…気になりませんか？
カウンターでの貸出や返却の体験だけでなく、本のコーティングをする作業など、
図書館の仕事を体験していただきます。普段スタッフしか入れない場所に入れ
たりするかも…？ぜひご参加ください！

日時：４月３０日（日）１０時～１２時
場所：中央図書館館内
対象：小学生
定員：１０名（応募者多数の場合は抽選となります）
持ち物：エプロン、はさみ、本１冊
申込：４月１１日（火）～１６日（日）
中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）にて。

ぶっくのーと春夏編
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みなさんお待たせしました！恒例の
【ぶっくのーと】配布の時期です！
2017年
表紙はいつも通りのかわいらしい
とまチョップのイラスト！中身は…
いままでのデザインとはちょっと違
う！？ぜひ確認してみてくださいね！
月号
4/1～中央図書館児童カウンターに
て配布スタートです！スタンプが30個
図書館
貯まると素敵な景品をプレゼント！
カレンダーは
お楽しみに！！
４ページに
移動しました。
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おはなし広場

くすのきしげのりさん作『おこだてませんように』の絵本の読み聞かせ他、楽しいプログラムを
用意してのおはなし会です。赤ちゃんから小学生まで、みんなが楽しめるような読みきかせ
や手遊びを用意してお待ちしております！ＧＷのスタートに図書館へいらしてみませんか？
日時：５月３日（水・祝）１３：００～１４：３０
場所：中央図書館２階講堂
定員：７０名
対象：０歳～小学生のお子さんとその保護者
申込不要、参加無料です。当日直接会場へ！
協力：でんでんむしサークルさん
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ガラス＆検索機横展示「ライトイットアップブルー」
４月２日は国連で定められた『世界自閉症啓発デー』となっております。また２日～８日にか
けて発達障がいについて、広く啓発する活動が各地で行われます。図書館では北海道自
閉症協会苫小牧分会「あじさいの会」さんによる展示を行っています。自閉症や発達障がい
を知るいい機会になると思います。当事者による作品の展示も合わせて行っています。図書
館へお立ち寄りの際はぜひとも展示をご覧ください。また関連書籍も検索機横にて展示して
おりますので、お手に取ってみてはいかがでしょうか？
『自閉症ガールひまわりさんの日常』少年写真新聞社 2016年5月 成沢 真介/著 378 ｼ→

新刊棚横展示「あなたの知らない東南アジア文学の世界」
世界中、日本はもちろん英米文学や欧州文学の作品がありますが、もちろんフィリピンやベトナ
ム、マレーシアといった東南アジアにもたくさんの文学作品があります。そんな、普段なかなか読
む機会が少ない東南アジア文学の本を新刊棚横にて集めております！インドやパキスタン、スリ
ランカなどの南アジア圏の本も一緒に展示しております。ぜひともあなたのお気に入りを見つけて
みて下さい！
←『ハバ犬を育てる話』 東京外国語大学出版会 2015年3月 タクブンジャ／著 929.3 タ

児童展示「勇気がわいてくる本」
さあ！はじまりの季節がやってきました。ピカピカのランドセル。新しい教科書にノート。雪
がようやく溶けて、桜の花びらがひらひら。緑の新鮮な匂い。胸がわくわく、どきどき、嬉し
い気持ちになりますね。だんだんと新しいことに挑戦したい気持ちがやってきませんか？
新しい季節、４月にぴったりな本をたくさん集めてみました。背中を押してくれる本。困難を
乗り越える本。友達と冒険する本。きっとあなただけの１冊が見つかるはずですよ。勇気
がわいてくる本と出合って、新たな一歩を進んでくださいね。
『とべバッタ』偕成社 1988年7月 田島征三／作 E ﾄ→

YA展示「きょうからはじめるABC」
４月ですね！中学１年生の皆さんは本格的な英語を学び始め、高校３年生の皆さんはセン
ター試験対策のための長文に力を入れていることと思います。

なんで英語なんてやんなきゃいけないの！？
失礼、本音が。そんなあなたも楽しく英語に触れあえる本を並べました。毛嫌いせずにどうぞ☆
←『英語に好かれるとっておきの方法』岩波書店 2016年6月 横山 カズ／著 830.7 ｴ

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊
４月９日 25分 アニメーション
『がんばれ！ルルロロ～ふたりっていいね～』

４月２日 123分 洋画（アメリカ）
『アバウト・タイム』
ティムは21歳の誕生日に一家に生まれた男にはタイムトラ
ベル能力があることを知る。ティムは恋人獲得のためタイ
ムトラベルを繰り返すが…ドーナル・グリーソン/出演

絵本「くまのがっこう」シリーズから生まれたテレビアニメ。
ふたごの女の子ルルとロロがきょうもおしごとにチャレンジし
ます。「これはなんのかぎ」他4話収録。清水 詩音/声

４月１６日 69分 邦画
『あれから４０年！』

４月２３日 97分 特撮（日本）
『大決戦！超ウルトラ８兄弟』

中高年だけじゃない! 世の中を元気にする決定盤! 「あれ
から40年!」ネタをあつめた爆笑セレクションと、爆笑スペ
シャルライブをです。綾小路 きみまろ／出演

４月３０日 98分
『リザとキツネと
恋する死者たち』

存在しないはずの怪獣が現れた。駆けつけたウルトラ
マンメビウスは、ダイゴのアドバイスのおかげで怪獣を倒す
が、戦いには7人の勇者が必要で…。長野 博／出演

日本の恋愛小説と、彼女だけに見えるユーレイ日本人歌手“トミー谷”が心のよりどころのリザ。
30歳の誕生日に住み込み先の元日本大使未亡人に許可をもらい、素敵な出会いを求め
外出している間に未亡人が殺害されてしまう！モーニカ・バルシャイ／出演
２
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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。４回目は「図書館利用
カード」について。
４月から進級・進学・新社会人・転勤など…新天地で生活の方も多いのでは？そんな
時の…ようこそ図書館へ！！そしてこの「ぱぴるす」も手に取ってくださり、ありがとうございま
す！さて、図書館にいらっしゃる目的は様々だと思いますが、一番多いのは「本を借りるた
め」でしょうか？図書館で本を借りる時には「図書館利用カード」というものを皆様にお持ち
いただいております。こちら、まだお持ちでない方も、お名前と現住所がわかる身分証をお
持ちいただけましたら即日発行できます。「本借りようと思っていたのに忘れてきちゃった…家
に帰ればあるのに…」そんなあなた！ご安心ください！

身分証等お名前とご住所が確認できる物をお持ちください！
ご本人様確認ができましたら、貸出ができます。
とまチョップポイントも貯まる図書館、ついでに一冊本を借りていく…
というのはいかがでしょうか？

NDCってなーに？③

しんかんあんない

～１類・哲学 Philosophy

『人がいじわるをする理由
はなに？』

（哲学、親類岳、倫理学、宗教）
初回に「図書館の本は大きく０～９に分け
られます」と申し上げました。今回文頭を見
て「なんで０じゃなくて１からなの？」と思った
方、至極当然の疑問です。忘れているわ
けではありませんよ、と申しておきます。
１類は、理性に基づく人間の行動原理を
説く哲学、絶対的な力（神）の信仰から発
した宗教の大きく２つに分けられます。人生
訓や宗教思想が主ですが、夢占い、子ど
もの名づけ辞典などもこちらの分類に入りま
す。当館では所蔵場所が閲覧室入口より
向かって左奥と奥まっているのでそこまで
入ったことのある方、
なかなか少ないので
はないでしょうか？
哲学書って難しそうな
イメージがありますが、
読みやすいものもあ
るのでぜひご覧に
なってみて下さい。

『10代の哲学さんぽ8』
岩崎書店 ドゥニ・カンブシュネ／文 15ﾋ
イギリスのＥＵ離脱選挙のあと「差別や憎悪
が世界中に広がっている」というニュースを
見る機会が多くなりました。でもそれは、遠い
外国の話だけ？いいえ、そんなことはありま
せん。みなさんだっていじわるをされたり、い
じわるをしちゃうことってありませんか？この本
は「いじわる」を種類別に分けてみたり、いじ
わるをしている時ココロにどんな快感が生ま
れるか眺めてみたり、いろんな方向から「い
じわる」を考えて、分析した本です。この本を
読めば、キミの隣りで起きている小さな「いじ
わる」とニュースの出来事がつながっている
ことが、きっとわかるはずですよ。『10代の哲
学さんぽ』シリーズは、考えることの愉しさを
知ることができるシリーズです。
ぜひお父さんお母さんも一緒に楽しんでみ
ては？
３
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【開館時間】
9：30～20：00
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イベント予定
…よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）
２日 1５時～／１６日 １５時～
…よみきかせ（にじのはし）
８日１１時～／２２日１１・１４時～
…ストーリーテリング（おはなしオルゴール）
１５日 １４時～
…赤ちゃんとたのしむはじめてのえほん広場
２１日 １０時半～（申込：１日～８日）
…１日司書体験
３０日 １０時～（申込：１１日～１６日）

２８
館内整理
休館日

２９ ３０

…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
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
４月です！新年度が始まりました！新生活を始めることになった皆さ
ん、今までと変わらない生活の皆さん。どちらも初心を忘れず日々を
過ごしたいものです。初心といえば、４月の別名である「卯月」の「卯」
は「初」や「産」を意味する「う」で、１年の循環の最初を意味したとさ
れる説があります。（由来には諸説あります）
春を迎えても、初心を忘れずに記事づくりに励みたいと思います。
４
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