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クリスマス☆ぬいぐるみおとまり会

募集

クリスマス前の図書館で、ぬいぐるみたちのおとまり会を
開催します。ぬいぐるみたちが図書館でお仕事している姿
などを撮影し、後日、写真にしてお渡しいたします。

[おとまり期間] 抽選発表後～１２月22日（日）
受

付

１２月１日（日）～８日（日）
中央図書館カウンターまたは☎0144-35-0511
小学生以下（定員20名 抽選）
１２月１０日（火）

対 象
抽選日

※当選された方は、クリスマス☆おはなし会（１２月22日（日）１１時～１２時）にご招待
いたします。当日、おとまり会のお写真とお預かりしたぬいぐるみをご返却いたします。

おしらせ
日
対
会
受

時
象
場
付

クリスマス☆おはなし会

12月22日（日） １１時～１２時
おとまり会参加者家族及び小学生以下
2階研修室
お申込み不要・直接会場へ

ぱ

ぴ
る

す
2019年

第58回苫小牧地区中学校
第45回苫小牧地区小学校

こどもの本の福袋♡
中身は借りてからのお楽しみ♪
40セット限定

ハッピ-バッグ

学級新聞

コンクール入賞作品展
苫小牧民報社主催「学級新聞コンクール」
の入賞作品展示を行います。

2020

期

期 間 １月４日（土）～
（なくなり次第終了）
会 場 １階児童カウンター前

会

間 11月30日（土）
～12月８日（日）
場 １階カウンター前

主

催 苫小牧民報社
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年末年始の休館について

いつも図書館をご利用いただきありがとうございます。
中央図書館では１２月２９日（日）～１月３日（金）まで年末年始のお休みを
いただきます。休館中の返却はブックポストをご利用ください。（相互貸借資料
・郷土資料などは開館日のご返却・ご配慮をお願いいたします。）
新年は１月４日（土）９時30分より開館いたします。「読書手帖」の配布や「ハッピーバッグ
2020」「ミニワークショップ」など、各種イベントもございますので、どうぞお楽しみに。
今年も図書館をご利用いただきありがとうございました。よいお年をお迎えくださいませ。
１
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「冬の癒し～温泉・銭湯・お風呂～」

1階ガラス展示

あっという間に季節は変わり、雪虫の到来、そしてついに初雪が降りました。今回は
寒くなって恋しくなるものの一つ、「温泉」を特集いたします。忙しくてゆっくり温泉に
なんていけない！という方のために、本の中だけでも休んでいただけるよう、「休暇」
に関する本も集めました。お風呂や銭湯に関連する本もあわせてご用意しておりま
す。ご旅行の温泉地選びの参考に、または、ご自宅でのんびりと脳内湯治はいかが
ですか？新刊棚横に集めた本のほか、入口のガラス展示もあわせてご覧下さい。
👈『温泉旅行記』 嵐山 光三郎／著 JTB,1997.09 ［Ｎ ア］

新刊横展示
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「あのころのゲーム いまどきのゲーム」

ゲームボーイ発売1989年。セガＶＳ任天堂のゲーム業界にソニーがプレイステー
ション革命を起こした1994年。ＧＢ20周年・ＰＳ15周年に因んで、今月は今昔
ゲームについての本を集めました。「子どもの玩具」として発売されたゲームですが、
今では大人はもちろん家庭や友人とのコミュニケーションツールでもあります。据え
置きのゲーム機や携帯ゲーム機、スマートフォンやタブレットで遊べるアプリなどや、
eスポーツやゲーム実況など楽しむジャンルも様々進化しています。懐かしいゲーム
を探したり、知らなかったゲーム史や業界を知るための１冊にどうぞ。
『ファミコンコンプリートガイドデラックス』 山崎 功／著主婦の友インフォス,2019.10
［798.5 フ ］ 👉

児童丸テーブル展示

「Christmas☆Book」

クリスマスが近づいてきましたね！クリスマスが近づくとちょっぴりドキドキわくわ
く、そしてなんだかそわそわするのはなぜでしょう！？小さいころはサンタさんが来
てくれるのを指折り数え待っていました。サンタさんはクリスマス以外の日は何を
しているんだろうって考えてみたことはありますか。なんと！サンタさんは1年かけ
てみんなが楽しみに待っているプレゼントの準備をしてるんですって！サンタさん
の世界をそーっとのぞいてみちゃいましょう♪みなさんにとってステキなクリスマ
スになりますように☆

12
月
の
館
内
展
示
紹
介
11
月
30
日
（
土
）
～
12
月
26
日
（
木
）

👈 『100にんのサンタクロース』 谷口智則／作・絵 文溪堂 2013.11 [Eヒ]

新刊案内
［参考郷土］

『さっぽろ野鳥観察手帖』
河井 大輔／著 札幌：亜璃西社,2019.08 ［H488.2 サ］

人口190万の大都市・札幌にもたくさんの野鳥が生息しています。ただの
野鳥図鑑と思いきや、鳥の種類を見分けるための実用性のみならず、それぞ
れの鳥のチャームポイントが写真付きで紹介されており、眺めているだけでも
楽しく、思わず「かわいい！」と叫んでしまいそう。
どのスポットで出会うことができるのかも詳しく載っています。ぜひ、札幌に出かけた際は、後
日この本を開いて、見かけた鳥について調べてみてください。
※郷土資料は予約ができません。ただし、2階参考郷土資料室カウンターで貸出･返却が可能です。
２
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図書館の裏側や豆知識などあれやこれやを紹介する雑談日記。
第31回目は「障がい者サービス（前編）」について

Vol.126

図
雑書
談館
日員
記の

中央図書館では、目の見えにくい方や文字を読むことが難しい方のために、
点字資料、 大きい文字で書かれた大活字本、耳で聞く録音資料の朗読CD、
カセットテープ、デイジー録音図書の貸出をしています。点字資料や大活字本、
「M」マークのついたCD・カセットは、どなたでも借りることができます。
「デイジー録音図書」は、特別なファイル圧縮法を用いて１枚のディスクに長時間の録音がさ
れており、読むスピードの変更や読みたい場所まで自在に飛ばす機能があります。専用の再生
機器やソフトウェアが必要ですので、障がい者手帳をお持ちの方を対象としています。
「対面朗読室」では、朗読ボランティアの「苫小牧市朗読赤十字奉仕団」さんが、事前にご予
約された利用者の方に、ご希望の本を対面で朗読しています。また、点訳ボランティアの「この
指とまれ」さんが、リクエスト図書の点訳や、新たに購入・作成された資料にタイトル等がわか
るよう点字テープを貼付しています。たくさんのボランティアさんの協力によって成り立っている
このサービスが、必要としている方々に届きますように……。 （次号に続く）

レ
フ
小ァ
噺レ
ン
7 ス

「図書館でこんなこと聞いても、いいのかしら？」と聞かれることも多いのですが、
レファレンスとは、一言でいうと「調べもののお手伝い」のこと。調べたいことがあれば、
遠慮なくお尋ねください。レファレンスカウンターでお待ちしております。
ここでは、実際にいただいたレファレンス事例をご紹介いたします。

レファレンス事例の中には、「苫小牧市立中央図書館に対する質問」もあります。①新聞・雑
誌コーナーの吹き抜けの上にかかっているタペストリーって誰の作品？ ②エントランスの大理
石アートは誰のデザイン？ ③文化公園のガス灯設置の経緯は？ ……等々。
①桜のタペストリーは、『苫小牧市立中央図書館建設誌』に記載があり、ニューヨーク在住の
鳥居禎子氏の作品で「No.5」（May flower）という銅板をシルクスクリーンで刷ったもの。
②大理石アートは、ご本人のＨＰで紹介されていますが、「渋谷109」や銀座「久兵衛」でも
壁画作品を手掛けているモザイクアトリエＩＮＧ喜井豊治氏の作品。
③図書館入口の正面にあるガス灯は、『苫小牧ガス50年史』や当時の苫小牧民報に
記事の掲載があり、苫小牧ガス創業30周年記念事業で寄贈されたものとわかります。
「図書館職員なら誰でも答えられないとねー」と言われてしまうのもごもっともな
ご質問の数々でした……。図書館豆知識となりましたでしょうか？

新刊案内
［児童］

『ゆめみるどうぶつたち』
イザベル・シムレール／文・絵，石津 ちひろ／訳 岩波書店,2019.09
［E ユ］

美しい絵本の紹介です。私たち人間も夢を見ますが、この絵本に登場する
動物たちも、様々な夢を見ています。コマドリはまあるくなって、タツノオトシゴ
はとびはねながら、リスはしあわせそうに……。落ち着く場所で目を瞑り、今
夜も優しい夢と出会うのです。夢は繊細な言葉で紡がれ、まるで詩集を読んでいるかの様な
気分。眠る瞬間を描いた絵は、はっとするほど色鮮やか。見ていると胸にしんしんと、静かな感
情が芽生えます。凍えるような寒さの夜、暖かな暖房の隣で甘いココアでも飲みながら、こちら
の絵本のページを開いてみてはいかがでしょう。読み終わったあなたは、どんな夢をみますか？
３
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イベントカレンダー
よみきかせ（図書館スタッフ）
1日
14時～

休館日

8

9 10 11 12 13 14

よみきかせ（にじのはし）
14日
11時～
28日
11時～・14時～

休館日

15 16 17 18 19 20 21
休館日

22 23 24 25 26 27 28
休館日

休館日

29 30 31
休館日

休館日

【休館日】 毎週月曜日・最終金曜日
【年末年始】令和元年12月29日～
令和2年1月3日
休館日 【開館時間】9：30～20：00
クリスマス☆おはなし会
２２日１１時～

ことし１年、図書館をご利用いただきありがとうございました。

ストーリーテリング （おはなしオルゴール）
21日
14時～
よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）
15日
14時～
ミニワークショップ
7日
14時～
１月4日

14時～

ナイトミニシアター
11日・25日 17時45分～
ミニシアター
毎週日曜日 13時30分～

みなさま、どうぞよいお年をおむかえくださいませ☺

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

図書館ミニシアター
12/1『三度目の殺人』

12/8『おしりたんてい2
ププッふめつのせっとうだん』

邦画（124分），福山 雅治／[ほか]出演
殺人の前科がある三隅が、解雇された工場の社長を殺
し、火をつけた容疑で起訴された。死刑はほぼ確実。弁護
を担当する重盛は、なんとか無期懲役に持ちこむため調査
を始める。やがて重盛の中で違和感が生まれていく…。

アニメ（60分）
レディーにやさしくスイートポテトが大好きな「おしりたん
てい」が、助手のブラウンとともに、事件をププッと解決! 窃
盗団「ブラックシャドーだん」が町に現れ、おしりたんていと
ブラウンは捜査を開始する。第4〜6話収録。

12/15『オリエント急行殺人事件』
洋画・吹替（113分）アガサ・クリスティ／原作
ジョニー・デップ／[ほか]出演
豪華寝台列車オリエント急行に乗車した名探偵のポアロ。
富豪のラチェットから、脅迫をうけていると身辺警護を頼ま
れるが断る。その夜、ラチェットが殺害され、ポアロは乗客ら
に聞き込みを開始するが、全員にアリバイがあった。

12/22 『ムーミン谷と
ウィンターワンダーランド』
アニメ（86分）
冬が始まろうとする頃、ムーミンはまもなくやってくるという
「クリスマス」の存在を知ります。春まで眠るムーミン一家
にとって、初めて耳にするその名前。クリスマスを探しに出
かけたムーミンが出会う不思議な冬の魔法。

第2・第4水曜17時45分～
2階講堂･無料・申込不要

図書館ナイトミニシアター

12/25『Little DJ 小さな恋の物語』

12/11『LIFE！』
洋画・字幕（115分） クリステン・ウィグ／[ほか]出演
「LIFE」誌に勤めるウォルターは変わりばえのない日々を
繰り返していた。唯一の趣味は、突飛な空想に浸ること。あ
る日、最終号の表紙を飾る写真のネガがないことに気づ
いた彼は、一大決心をしてカメラマンを探す旅に出る。

邦画（128分） 神木 隆之介／出演
1977年 函館。太郎は野球の試合の途中で突然倒れ、
入院生活を送ることになる。先生に院内放送のDJをするこ
とを提案され、太郎は番組を通して送った言葉や音楽が
人々へ届く喜びを体験し、すっかりのめりこんでいくが…。
４

※ミニシアター・ナイトミニシアターの内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

