
ＧＷ恒例イベント！ じゅうたんをひいた

会場で、赤ちゃんから小学生まで楽しめる

よみきかせや工作イベントを開催！
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ライト･イット･アップ･
ブルー 2020 in とまこまい

4月2日は世界自閉症啓発デー

3月28日（土）
～4月23日（木）

日時

会場 1階カウンター前

1日司書体験

4月26日（日） １0時00分～１2時00分
小学生 【10名募集・抽選】

日 時
対 象

エプロン・はさみ・ブックコート掛け用の本1冊持ち物

毎年人気の図書館職業体験を実施します。
図書館のいろいろなお仕事を見て、体験
してみよう！

4月7日(火)～19日（日）
中央図書館カウンターまたは☎0144-35-0511

受 付

移動図書館巡回場所変更のおしらせ

昨年度を持ちまして『コープさっぽろパセオ川沿店』の巡回を終了させて

いただきました。今後はコミュニティセンター図書室や、柏木中央通横の

『川沿5丁目公園』をご利用ください。

また、 『川沿5丁目公園』の停車位置が若干変更になります。巡回は変

わらず継続いたしますので、よろしくお願い致します。

5月3日（日）日時
会場
対象

おはなし広場

募 集

告知

最近、図書館が明るくなったと思いませんか？ 1月から3月の主に休館日
に業者さんによる取替工事が行われ、館内の照明ＬＥＤ化が完了しました。
（一部センサー付照明等を除く） 低消費電力で、4万～6万時間ともいわれ
る長寿命のＬＥＤ照明。みなさんの読書環境がよりよくなれば、幸いです。

館内LED工事完了のおしらせ

パセオ川沿店

駐車場

駐車場

双葉三条通

〒

川沿

5丁目

公園

移動図書館の巡回日程は中央図書館・各図書コーナーで配布＆中央図書館ＨＰで閲覧可能

-ＧＷイベントのご案内-

主催 あじさいの会

4月2日～8日の発達障がい啓
発期間にあわせ、 図書館では、
『自閉症・発達障がい関連展示
コーナー』を開設します。

2階講堂

0歳～小学生のお子さんと
その保護者

おりがみでかわいいあおむしを作るよ

♡
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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35回目は「図書消毒機」について

中央図書館のカウンター横にある「ＬＩＶＡ（リヴァー）図書消毒機」をご存知
ですか？ 多くの方がご利用になる図書館の本。表面は抗菌コートをかけてい
ますが、ページの間のゴミやホコリ、ニオイが気になる……という方もいらっし
ゃいますよね？ 図書消毒機は、紫外線を使って書籍を殺菌消毒し、風をあて、
本に挟まったゴミやニオイを取る機械です。図書消毒機は、メーカー違いを合
わせると、2019年8月時点で全国約200
の図書館で図書消毒機が導入されている
そうです。みなさんの読書環境をよりよくす
るための図書館ならではのアイテム。
簡単な操作でご利用いただけますので、
ぜひお試しください。
（図書消毒機は、図書館所蔵の本の消毒にご利用下さい）
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児童カウンター横

児童丸テーブル

あたらしく
とどいた
こどもの本

新規購入
雑誌紹介

『みんなのまち どうなってるの?』
and EIGHT／さく, 交通新聞社,2019.09［Ｅ ミ］

こどもの本

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

新年度から購入する雑誌を
ご紹介いたします。

どんなコたちにあえるかな

特集かがくのとも

新規購入雑誌は、4月1日以降に
発売されたものから、順次棚に並
びます。 どうぞお楽しみに！

ＬＤＫ （月刊）

教育と医学 （隔月刊）

終活読本ソナエ （年4回不定期刊）

I’m home （隔月刊） ※沼ノ端コーナー

人生のエンディングをテーマにした終活読本。単身
世帯の増加や核家族化によって葬儀や墓の形態が
大きく変化する中、誰もがいつか迎える“その時”に
向けて、人生を自分らしく仕上げるための情報を届
ける。

幼・小・中・高の教職員、医療・福祉の担当者を
対象に、子どものさまざまな問題を教育・医学の
両面から探る研究解説誌。特に特別支援教育、発
達障害に定評がある。

20歳代後半～50歳代の主婦層に向けた、テスト
する女性のモノ批評誌。暮らしにまつわる様々なモ
ノを、その道のプロがテストし、ホントにいいモノだけ
を包み隠さず発信。

建築家やインテリアデザイナーの手掛けた質の高
い住宅インテリアデザインを中心とした、新しいタイ
プのライフデザインマガジン。

1階ガラス展示

特集かがくのとも

※紹介文は『雑誌新聞総かたろぐ2019』より

わたしたちの町の中はどうなってるの? 小学校、
パン屋さん、地下鉄の駅、デパート…。ページを上
下や横に広げると、いろいろな建物
の内部やまちの仕組みがわかる。
めくると「なるほど!」と納得でき
る、楽しいしかけ絵本。



ライト･イット･アップ･ブルー
関連展示

「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。２階レファレンスカウンターでお待ちしております。
「ずいずいずっころばし ごまみそずい・・・」 手遊びうた・鬼決めうたとして馴染みの深い童
謡「ずいずいずっころばし」。
この歌詞の意味を知りたいというお問合せをいただきました。①によると、「歌の意味はい

ろいろいわれていますが、地方により転訛がはげしく、よくわかっていません」とあり、当時の江戸や長野、和
歌山などで歌われた歌詞が紹介されています。
②の歌詞考では「面白いけれども文章的に見たら飛躍が多過ぎて意味の取れないところから、様々な解

釈が横行している。」としながらも、広く知られている解釈の一つとして「宇治でとれた新茶を将軍に献上す
る御茶壺道中をうたったものらしい」という説を挙げています。別の説では「ずいずいずっころばし」の「ず
い」は里芋の茎（ずい）で、それを胡麻味噌和えで食べると酸っぱいから「胡麻味噌酸い」とうたう
とか。もともとは座敷遊びの歌だったという説まで紹介されています。
〔参考資料〕 ①『日本のわらべうた 室内遊戯歌編』尾原 昭夫／編著（767.7ニ）

②『日本童謡事典』上 笙一郎／編（767.7ニ） ほか
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２階ガラス展示

アイヌのことば

北海道先人カードめぐりで知る

アイヌゆかりの人物

資料室入口前展示

ＹＡ展示

本屋大賞ノミネート作家、
集めました

検索機前展示

新刊棚横展示

① 『 希望の糸 』
東野 圭吾／著 講談社（１28件）

② 『 落日』
湊 かなえ／著 角川春樹事務所(88件)

③『 平場の月 』
朝倉 かすみ／著 光文社(87件)

④ 『ライオンのおやつ』
小川 糸／著 ポプラ社（81件）

⑤ 『 熱源』
川越 宗一／著 文藝春秋(77件)

こちらの本をお読みになりたい方は、カウンターへ予約
申し込み、またはインターネット予約をお願い致します。

郷土資料
参考資料

新刊紹介

[2階]参考・郷土資料室

一般書・ＹＡ

予約ベスト

５
今
月
の
展
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今月の展示

北海道の民生事業の先駆者・
杉崎郡作、ドイツで学んだ日本
初の国産ビール醸造技師・中川
清兵衛…。2010〜17年にSTV
ラジオで放送された「ほっかいどう百年物語」の放
送原稿をもとに書籍化。

『ほっかいどう百年物語
下巻』

STVラジオ／編 中西出版
2019.11［Ｈ281.1 ホ 2]

北海道の地に歴史を刻んだ人々。
その生涯に迫ります。

知っていますか？ お釈迦さまの誕生日

4月24日
OPEN予定

『ブルーマップ苫小牧市』
ゼンリン 2019.06［ＨＴ291.17 フ 2019]

お客様からのご要望が多かった
「ブルーマップ（住居表示地番
対照住宅地図）」を購入しました！
閲覧のみの提供（著作権の範囲
内で複写可）となりますが、お役
立てください。

※3月20日集計分



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6
休館日

7 8 9 10 11

12 13
休館日

14 15 16 17 18

19 20
休館日

21 22 23 24
休館日

25

26 27
休館日

28 29 30

よみきかせ（図書館スタッフ）

よみきかせ（にじのはし）

ストーリーテリング （おはなしオルゴール）

よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）

赤ちゃんと楽しむ 絵本ひろば

一日司書体験

図書館ナイトミニシアター

図書館ミニシアター

4/22『ヤング≒アダルト』

洋画（94分）パットン・オズワルト／[ほか]出演
高校時代、学校中の憧れの的だったメイビスは、嘗ての輝きを取
り戻すため、今では妻子のいる元カレとヨリを戻そうと企てる。故
郷に戻った彼女は、高校時代の同級生マットを巻き込み、計画を
進めるうち本音を言い合う仲になる。

4/19『ぼくたちと駐在さんの
700日戦争』

邦画（110分）佐々木 蔵之介／[ほか]出演

イタズラを仕掛けることに生きがいを感じていたママチャリ
たち7人。だが、容赦ないイタズラの奇襲攻撃をお見舞いし
てくる駐在さんの登場により、存在が脅かされることになる。
そんなある日、仲間の一人である西条が入院し…。

4/5『ナニー・マクフィーの
魔法のステッキ』

洋画（98分） コリン・ファース／[ほか]出演

1年前にお母さんを亡くしたブラウン家の7人の子供たち
は、イタズラばかりして、乳母を追い出していたが、ある日一
風変わった乳母マクフィーが現れる。彼女が床を杖でひと
突きすると、彼女の命令通りに体が動いてしまうのだ。

4/12『おしりたんてい 6
ププッ やみよにきえるきょじん』

アニメ（80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! マル
チーズ所長から、秘密兵器「こしょうボール」を開発したと電
話がかかってきた。第17〜20話収録。

4/8『あれから40年!』
大衆演芸（69分）

綾小路 きみまろ／作,演出,構成,出演

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として、未発表ライブ2014を収
録。

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

4/26 『あらいぐまラスカル』
アニメ（90分）

1977年、1年間に渡って放映された名作の編集版。動物
好きの少年スターリングは、森で母親を亡くしたあらいぐま
の赤ちゃんを見つけ、「ラスカル」と名づけて大切に育てる
ことに。かわいいラスカルは人気者になりますが…。
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【休館日】 毎週月曜日
最終金曜日

【開館時間】9:30～20:00

第2・第4水曜17時45分～
2階講堂･無料・申込不要

イベントカレンダー

5日 14時～

11日 11時～

25日 11時～・14時～

18日 14時～

19日 14時～

17日 10時～

※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

26日 10時～12時


