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ボランティア養成講座 

ぱぴるす読者の皆様、お待たせいたしました！ 
先月の「☆図書館員の雑談日記☆」にて「参考郷土資料室」についてお話さ
せていただきましたが、図書館によくいらっしゃる方でも「実は入ったことがない…」
なんて方もいらっしゃるのでは？そんな方はもちろん！「図書館って本を借りる以
外に何が出来るの？」なんて方、必見です！館内整理日に図書館内をまわり
ながら、図書館を紹介するガイダンスツアーです。お気軽にご参加ください！ 

図書館探検ツアー 

図書館 
カレンダーは 
４ページに 
移動しました。 

日時：６月３０日（金）１３時～１４時半 
集合場所：中央図書館正面玄関前 
申込： ６月１日～ 
定員：２０名（先着順） 
お申し込みは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）にて。 

日時：７月１５日（土）１０時半～１２時 
場所：中央図書館２階講堂 
内容：自由研究のテーマの決め方・百科事典（ポプラディア）の使い方 
申込：６月１３日～                定員：１５名（先着順） 
対象：小学３年生～６年生           持ち物：筆記用具 
問い合わせは中央図書館（☎３５-０５１１）へ 

もうすぐ夏休み！みなさん夏休みの準備は出来てますか？夏休みと言えば 
海、花火、お祭り、そして宿題と自由研究…自由研究に不安があっても大丈夫！ 
こちらに参加して自由研究テーマを一緒に考えてみましょう！！ 
「レベル２」となっていますが「レベル１」に参加していない方でも問題ありません！ 
お気軽にご参加ください♪ 

日時：６月２９日（木）１３時半～１５時半 
場所：中央図書館２階 講堂 
申込：６月１日～６月１５日 
定員：１５名（先着順） 
対象：１８歳以上        持ち物：筆記用具 
お申し込みは中央図書館カウンターまたはお電話（３５－０５１１）にて。 

絵本のよみきかせ、本を棚に戻す、朗読を行う…図書館でボランティア活動し
てみませんか？図書館で行うボランティア活動についての説明と館内の案内
を行います。作業はスタッフより説明しますので初めての方でも大丈夫です！ 

調べものマスターになろう！～レベル２～ 



２ 

２０１４年１１月に姉妹都市である栃木県日光市の図書館と交換展示を行ったことをご存知でしょうか？今回は、同じ
く姉妹都市である東京都八王子市が市制１００周年を迎えたのを記念して交換展示を行います！本はもちろん、ポ
スターや八王子市のキャラクターぬいぐるみを展示しているほか、お持ち帰りできるパンフレットもご用意しています。 
八王子市でも７月２１日～８月１２日の間、苫小牧市を含む４つの姉妹都市から資料を借りて姉妹都市図書館交
流展示が行われます。もしご旅行の予定がありましたら八王子市図書館へ足を運んでみてはいかがでしょうか。 
 

八王子市図書館さんからお借りしました！→『持ち歩ける八王子本』枻出版社 2015年04月etc… 

大政奉還が行われてから今年で１５０年になります。大政奉還とは江戸時代末期、慶応３年１
０月１４日（１８６７年１１月９日）に江戸幕府第１５代将軍・徳川慶喜が政権を朝廷（天皇）に返
上した政治的事件です。これにより、鎌倉幕府が開かれてから６７５年ぶりに武家政権が終わり
を告げました。慶喜は大政奉還を行うことで日本が諸外国から植民地にされるのを防いだとい
われていますが、１人だけの力ではなく、国内で戦がおきないように裏で大勢の人たちが動いて
おこなわれた出来事です。今回は幕末に活躍した偉人達の本を集めましたのでご覧下さい。 
←『幕末維新消された歴史』 日本経済新聞出版社 2009年10月  
  安藤 優一郎／著 210.58ﾊ 

       検索機横展示「大政奉還 １５０年」 

      児童展示「いただきます ごちそうさま」 

国の食育推進計画で、毎年６月は食育月間、毎月１９日は食育の日と定められていることを
みなさんはご存知でしたか？ 
朝ご飯を食べるとどんないいことがあるの？好き嫌いしないためにどうしたらいい？栄養バラン
スってなに？北海道の食材をつかった料理ってなに？正しい箸の持ち方って？などなど、食
について、いろいろなことがわかる本を集めました。この機会に、家族、お友だちとおいしい料
理を一緒に作ったり、食について話し合ってはいかがでしょうか？ 
←『世界食べものマップ』河出書房新社 ジュリア・マレルバ／絵と文 2017年3月 38 ｾ 

ガラス展示「八王子市市制１００周年記念交換展示」 

   新刊棚横展示「モノの名前、名前の由来」 

「コレってこんな名前だったの！」「この名前はここから付いたの！?」知っているようで知らない
モノの名前や名前の由来。読むと思わず誰かに話したくなるような本を集めました。 
お手に取って植物や海や天気の名前、社名や商品名の謎、名字や地名のルーツ等、雑
学や豆知識を増やしてみてはいかがでしょうか。 
ちなみに、６月は全国的に雨の多い季節ですね。喜雨（きう）、天泣（てんきゅう）、白雨（はく
う）…雨にもたくさんの素敵な名前があって、日本語の美しさを再認識できます♪ 

『雨の名前』小学館 2001年6月 高橋 順子／文、佐藤 秀明／写真 451.6 ｱ→ 
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図書館ミニシアター 

６月２５日 91分 アニメーション 
『ユニコ 魔法の島へ』 

６月１８日 133分 洋画（アメリカ）  
『マネーボール』 

６月４日 85分 邦画  
『猫侍 南の島へ行く 劇場版』 

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊ 

６月１１日 20分 アニメーション  
『くまのがっこう』 

故郷で浪人生活を送っている久太郎はある日、姑が持
ち帰った剣術指南役の話に愛猫・玉之丞を連れて旅立
つのだが…。『猫侍』の続編。北村 一輝/出演 

やさしいおにいちゃんぐま11匹と、いたずらできかんぼうな
女の子のくま、ジャッキーが繰り広げる、なんでもないけ
れどあったかい1日。表題作他2編。田中 美里／語り 

ビリーは、周囲の反対を押し切り「マネーボール理論」を
実践する。ビリーの熱い信念と、挑戦への勇気が、誰も
予想出来なかった奇跡を起こす。ブラッド・ピット／主演 

見知らぬ村にきたユニコは、山猫に追われたところを助
けてくれた女の子・チェリーと友だちになります。ユニコが
活躍するシリーズ第2弾。三輪 勝恵/声の出演 



３ 

平成29年6月1日                   苫小牧市立中央図書館報                         Vol.96 

☆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「予約本の相
互貸借（そうごたいしゃく）」について。 
 

相互貸借とは、図書館間で資料の貸し借りをする相互協力のひとつです。リクエストした本
が図書館にない場合、苫小牧市外の図書館から借りて利用することができます。 
利用時の注意事項としては、他の図書館から貸出、梱包、発送してもらう都合上、ご用意
できるまでには時間がかかります。また借りた図書館へ返却 
する期限が決まっているため、返却日の厳守をお願いしております。 
そして、ブックポストへの返却は紛失・破損の可能性がありますこと 
から、カウンターでの返却をお願いしております。制約が多いよう 
ですが、市外より貴重な資料をお借りしているため、ご協力いた 
だけますと幸いです。図書館で自分が探している本が見つから 
なくても、まずは職員にお声かけください！ 

～２類 歴史 History 
  （歴史、伝記、地理） 

『はじけろ!パットライス』 
 

あかね書房 くすのきしげのり／作  
大庭 賢哉／絵 913 ハ 

しんかんあんない ＮＤＣってな～に？④ 

夏休み、おばあちゃんのいる徳島へ家族で
やってきたハルカ。駅に着くと、おばあちゃん
が倒れて病院に運ばれたという知らせが！
少しの間入院することになったおばあちゃん
のために、なにかしてあげたいハルカが、お
ばあちゃんに食べたいものを聞いてみると
「ひさしぶりに、パットライスを食べてみたい」
という。パットライスってなんだろう？新しいお
米の種類？そういう料理が徳島にはある
の？とまどっているハルカの前に、徳島の
友だちのコウタがやってきて、パットライスの
正体を探ることになります。 
大切なおばあちゃんのために一生懸命考え、
調べ、町の人もまきこんでいく、すてきな夏
休みのお話です。パットライスってなに？と
気になった方！この本を読めば正体がわ
かりますよ。ぜひ手に取ってみてください。 

こちらの２類は大きくわけて、歴史、伝記、
地理になります。 
 歴史は現代史含めて過去の出来事の
記述であり、歴史総記、世界史、各国各
地域で構成されています。 
 伝記は列伝、系譜・家史・皇室、個人伝
で構成されてます。伝記だけでなく、日記・
書簡・語録・逸話・追悼録・伝記書誌・年
譜なども伝記資料としておさめられています。 
 地理はその著作がなされた時点の地域 
の現状を人文地理学の観点から記述し 
             たものを含めていま 
             す。 
             …と小難しいことをべ 
             ましたが、要約します 
             と「歴史・伝記・地 
             理」つまり学校の授 
             業で言いますと「社 
             会科」の一部をまと 
             めた分類になります。 
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編集後記 
 

今月で１年の半分が終了してしまいます。時が経つのは早いもので
すね。６月は別名「水無月」と言います。１０月が「神無月＝神の無
い月」なので「水無月＝水の無い月」だと思っている方も多いのでは
ないでしょうか？実は６月の「無」は「の」を表すので「水“の”月」となり
ます。（由来は諸説あります）北海道には関係のない梅雨の時期で
すが、移り変わる季節に体調を崩さないようにしたいものです。 

                             
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 

イベント予定 
  …よみきかせ（苫小牧こどもの本の会） 
  １８日 1４時～ 
  …よみきかせ（にじのはし） 
  １０日１１時～／２４日１１・１４時～ 
  …ストーリーテリング（おはなしオルゴール） 
  １７日 １４時～ 
  …赤ちゃんとたのしむはじめてのえほん広場 
  １６日 １０時半～（申込：１日～８日） 
  …図書館探検ツアー 
  ３０日 １３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。 

…よみきかせ（図書館スタッフ） 
 ４日 １４時～  

…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 


