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ストーリーテリング 
大人のおはなし会 

苫小牧市と姉妹都市の八王子市が市制100周年です。 
今回はポスター、記念誌（冊子）などを八王子市所蔵の資料をお借りしての 
展示を行います。 
姉妹都市への関心が高まるきっかけになれば幸いです。 

八王子市立図書館交換展示 

図書館 
カレンダーは 
４ページに 
移動しました。 

本を使わずによみきかせをする、ストーリーテリング。 
今回は、世界各地の昔話（『うば捨て山』や『赤ずきん』など）を「語り」でお
送りします。ぜひお越しください。 

日時：５月２７日～６月２９日 
場所：中央図書館一階カウンター前 
無料でご覧いただけます 
申込不要 
問い合わせは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）にて。 

初回日時：５月７日（日）１４時～ 
場所：中央図書館１階おはなしコーナー 
定員なし 
申込不要、参加無料です。当日直接会場へ！ 
問い合わせは中央図書館（☎３５-０５１１）へ 

図書館スタッフによるよみきかせ会 
今月より毎月１回図書館スタッフによるよみきかせ会を行います！ 
どんなおはなしをきけるのかは当日のお楽しみ！ 
毎月第１日曜日１４時より開催しております。 
また、図書館スタッフ以外にも、様々な団体さんがよみきかせを行っておりますので、ぜひ
お越しください！（よみきかせの詳細は４ページに掲載しております。） 

日時：５月３１日（水）第一部・１０時半～／第二部・１８時～ 
場所：中央図書館２階 講堂 
定員なし 
申込不要、参加無料です。当日直接会場へ！ 
主催：おはなしオルゴールさん 



２ 

1997年イギリスにて、Ｊ．Ｋ．ローリング氏によって生み出された超大作魔法ファンタジー作品と
いえば？うん、そうだね！【ハリー・ポッターシリーズ】だね！今年はシリーズ誕生より20周年と
いうことで、中央図書館１階ガラス展示にて、【ハリー・ポッター20周年記念展示】を行ってお
ります。むかし読んでいた人も、まだ読んだことが無い人も、ぜひとも20年たっても色あせない
魔法ファンタジーを楽しんでくださいね！ 

『ハリーポッターと賢者の石』静山社 1999年12月 J.K.ローリング／作 93 ﾊ→ 

「知りたい！」という科学者の好奇心が、社会や暮らしを豊かにしてきました。科学の面白さを伝
える本たち。あなたの「知りたい！」が、きっと次の未来をつくります。そんな本たち集めました。 
←『ビーカーくんとそのなかまたち』 誠文堂新光社 2016年7月 うえたに夫婦／著 407 ヒ   

       検索機横展示「科学道「知りたい」が未来をつくる」 

      児童展示「扉をひらいて・・・」 

４月２３日～５月１２日はこどもの読書週間です。小さな頃から本に親しみ、読書の楽しみを
知って、広い視野で世界を見渡してほしい・・・。そんな願いを込めて、おじいちゃん・おばあちゃ
んや、お父さん・お母さんも幼い頃に手にとったであろう懐かしくも心地よい本たちを展示してい
ます。セピア色の表紙を開いて、本の扉の向こうに広がる物語の世界を楽しんでください。 
←『くまの子ウーフ』ポプラ社 2001年9月神沢 利子／作 913 ク 

ガラス展示「ハリー・ポッター２０周年記念展示」 

   新刊棚横展示「日本国憲法施行７０年」 

日本は第二次世界大戦以降、他国と戦争することなく平和で秩序を持って暮らしてきました。
これは憲法によって国民生活が守られているからです。憲法は国家統治の基礎法で、暮らし
のルールの元です。法律が国民を規制するのに対し、憲法は国家権力を規制し権力者の暴
走から国民を守るためのものです。２０１７年５月３日は憲法施行から７０年の節目です。日常
生活で憲法を意識することはあまりありませんが、この機会に少し憲法にふれてみませんか？ 
『やさしいことばで日本国憲法』マガジンハウス 2002年12月 池田香代子/訳 323.1 ﾔ→ 
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５月２８日 90分 アニメーション（日本） 
『ユニコ』 

５月２１日 113分 邦画  
『死にゆく妻との旅路』 

５月７日 110分 邦画  
『猫侍 劇場版』 

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊ 

５月１４日 30分 アニメーション  
『がんばれ！ルルロロ～しあわせのおやつ～』 

時は幕末。かつて百人斬りと恐れられた剣客・斑目久
太郎は浪人になり果てていた。そんな男に舞い込んだの
は、「猫」を斬れという仕事で …。北村 一輝/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。 「やっぱりあげない」他6話収録。清水 詩音/声 

男の経営する工場は中国製品の流入が原因で経営が
圧迫。万策尽きた時男は妻の癌を知る。実在した保護
責任者遺棄致死事件を映画化。三浦 友和／出演 

ユニコの角の力で女の子に変身したチャオに、ゴースト
男爵の悪の誘惑が…。幻の生物ユニコーンの子供ユ
ニコの愛と冒険物語。 三輪 勝恵/声の出演 

   YA展示「学園天国」 

ＹＡ世代の皆さん！進級、進学から１ヶ月…いかがお過ごしですか？ 
楽しい学校衣生活は過ごせてますか？…え？楽しくない？ 
では、楽しい学園生活、疑似体験してみませんか？様々な学園小説集めました！ 
しかし…「事実は小説よりも奇なり」リアルとフィクション。どちらが楽しいでしょうね？ 

『退出ゲーム』角川書店 2008年10月 初野晴／作 Ｆ ﾊ→ 
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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「参考郷土資
料室」について。 
 みなさんは図書館2階にある部屋と言えば・・・？情報サロン？リラックススペース？そうい
えば2階には上がったことないなぁという方もいらっしゃるのでは。実は2階には「参考郷土資
料室」という部屋があり、参考図書と呼ばれる辞典や事典など調べもの使う本や、そのほ
か行政資料、苫小牧、北海道に関する郷土資料を揃えています。 
話だけ聞くとなんだか難しそうな部屋という印象を持たれるかもしれま 
せんが、カラー写真のいっぱい入った事典などもあり、眺めていると 
あっという間に時間がたつのを忘れてしまいますよ。ぜひ一度足をお 
運びください！ 
…と言っても、やはり初めての場所はハードルが高いですよね。そんな 
方はぜひ、６月に行われる「図書館探検ツアー」にご参加ください！ 
詳細は来月号のぱぴるすに載りますのでお見逃しなく！ 

～フロアワーク 
   ボランティアさん（木浪さん） 

『元素紀行』 
 

オーム社 森 弘之／著 431.1 ケ 

新刊案内 
今月の 

ボランティアさん② 

「水兵リーベ、僕の船」学生時代、この歌
で元素を覚えた方も多いのではないでしょう
か？歌に乗せて覚えられるというのは便利
なもので、学生を遠の昔に終了した今でも
意外や意外、鮮明に思い出せるものです
よね。生きていく上では大切なものの、日常
生活に関わりがあまりないため、意識に薄
い元素…。こちらの本は元素を紹介してい
るのはもちろんのこと、その紹介方法がやや
珍しいのです。酸素がＯ、水素がＨ、という
のは有名ですが、なかなか聞いたことのな
い元素もあるのが正直なところです。そんな
日頃スポットの当たらない（？）元素にも注
目したのが本書！なんと「すべての元素に
同等の紙面を割いて公平に解説」するとい
う新たな試み！気になる元素があった方も
そうでない方も。新年度に新しい元素に出
会ってみるのはいかがですか？10年の長き
にわたって連載したものを書籍化しています。 

 「フロアワークボランティアさん」…名前だ
け聞くと何の活動をする方なのかピンとこな
い方も居るのではないでしょうか？図書館
の書架にて、配架や書架整理などをして下
さる方をこのように呼ばせていただいてます。
今回は男性ボランティアさんの木浪さんにお
話をお聞きしました。 
まず、ボランティアに参加されたきっかけをお
聞きしたところ、「仕事をリタイアして、社会と
のつながりを持ちたいと思ったため」とおっ
しゃっていました。以前、図書館に勤めてい
たこともあったとのことで、その経験が活きて
いるとお話しされました。たくさんの方が参加
されているのにお時間の合う方があまりいな
いことを残念そうに話されていました。 
６月には新たにフロアワークボランティアさん
の募集を開始します。興味のある方はぜ
ひ！申込みお待ちしています！ 



月 火 水 木 金 土 日

１
休館日 ２ ３ ４ ５ ６ ７

８
休館日 ９ １０ １１ １２ １３ １４

１５
休館日 １６ １７ １８ １９ ２０ ２１

２２
休館日 ２３ ２４ ２５ ２６

館内整理
休館日

２７ ２８

２９
休館日 ３０ ３１

４ 
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編集後記 
 

新年度が始まり一か月が経ちました。五月、皐月ですね。皐月病に
なっている方は…いないことを祈っています。さて、旧暦の紹介になり
つつあるこちらの編集後記。今月の皐月ですが「早苗を植える月」を
意味する早苗月（さなえづき）からさつき＝皐月」になったという説が
あります（諸説あります）。やっと春めいてきた今日この頃。ＧＷには桜
を見ることができるのでしょうか？ 

                             
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） 
  ２１日 1４時～ 
  …よみきかせ（にじのはし） 
  １３日１１時～／２７日１１・１４時～ 
  …ストーリーテリング（おはなしオルゴール） 
  ２０日 １４時～ 
  …赤ちゃんとたのしむはじめてのえほん広場 
  １９日 １０時半～（申込：２日～９日） 
  …ストーリーテリング 大人のおはなし会 
  ３１日 １０時半～（申込不要） 

♥♡☆★●○◆◇□ 
■◎△▲▽▼♫♪ 
 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 
…よみきかせ（図書館スタッフ） 
  ７日 １４時～  


