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リニューアルしました！ 
赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば 

２０１８年４月１日より自習席として利用できる部屋と席を一部拡大するこ
ととしました。場所は自習室向かって右の研修室と、自習室向かって左
の情報サロン室の一部です。 
研修室は部屋の利用がなく、開館後すぐ自習室が混み合った場合、情
報サロン室は持ち込みパソコン席の一部を自習席として開放します。 
なお、情報サロン室の席を利用の場合は、図書館利用カードもしくは本
人確認のできる証明書をお持ちください。 
１回１時間、次の方の予約がない場合は延長可能です。 
毎月最終金曜日に次月の研修室の自習室開放カレンダーを更新致し
ます。図書館HPやブログ、自習室入口に掲示しますのでご確認ください。 
テスト前の学生の皆さん、資格取得や調べものをされる社会人の皆さん
のご利用をお待ちしています！ 

自習席が増えました！ 
図書館 
カレンダーは 
４ページに掲
載しています。 

次回日時：５月１８日（金）１０時～１１時 
場所：中央図書館１階おはなしコーナー 
対象：０歳～１歳児とその保護者 
定員：１５組（応募多数の場合は抽選） 
申込期間：５月１日（火）～５月８日（火） 
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。 

 毎月開催しております、「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」。今年度よりリニュー
アルしております。先月は第一報として、名称と時間帯の変更をお伝えしまし
た。今回はその詳細をご説明します。 
 以前はよみきかせをメインに行っていましたが、今後は月によって「ベビー
マッサージ」や「リトミック」など、皆様により楽しんでいただけるような内容にして
いきます。 
 まだ参加したことがない方も何回も来てます！という方もお気軽にお申し込
みください！ 
 各月の詳細は図書館カウンター等で配布のチラシに掲載しておりますので、
ぜひご覧ください！ 
 ※内容は一部変更になる可能性があります。 

譲り合っ
てご利用
ください 
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苫小牧市は今年、市制施行70周年を迎えました。戦後の混乱、食糧不足が続いていた昭和23年4月1日、人口 
3万3131人の苫小牧町は市制を施行しました。1799（寛政11）年、勇払に会所が置かれたところから苫小牧の歴史
は始まりました。今では道内有数の産業都市にまで成長を遂げた苫小牧市ですが、先人のたゆみない努力と英知
によって守られ育てられてきたことを忘れないでいたいと思います。今回の展示は、苫小牧の昔を感じることができる
資料を展示します。 
展示使用本→『空から見た昭和30年代の苫小牧』一耕社出版 2014年06月 HT291.17 ｿ 

今太閤、庶民宰相、闇将軍、昭和の宰相…さまざまな異名を持ち戦後復興から高度成長時代と
いう激動の昭和を駆け抜けた。そして今も絶大な人気を誇り、人の心をつかみ、戦後の日本人にもっ
とも愛された政治家田中角栄。内閣総理大臣にまでなった人も亡くなってもう25年。生きていたら100
歳です。そんな方の本を集めてみました。その当時を知っていて懐かしく思う方も、田中角栄って誰？
という方もぜひご覧ください。政治の事がもっと深くわかることでしょう。 
←『天才』石原 慎太郎／著 幻冬舎 2016年01月 F ｲ 

     新刊棚横展示「田中角栄生誕１００年」 

ガラス展示「市制施行70周年～空から見た苫小牧」 

検索機横展示「旬を味わう 山草・野草」 

雪の間からフキノトウが見えるといよいよ春到来です。日本人ほど山菜野草を食す民族はいないそう
ですが、その習慣は縄文時代からといわれています。四季折々の食材であり行事食や非常食・保
存食、また、薬用としても利用されてきました。驚くことにその数300種ほどもあるそうです。山に入るとき
は危険も伴います。服装や持ち物、間違えやすい有毒植物に気を付けて、探す楽しみ、料理する
楽しみ、食べる楽しみ。大いに楽しみましょう！ 

『食べる薬草・山野草早わかり』主婦の友社 2016年04月 657.8 ﾀ→ 
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図書館ミニシアター 

５月２７日 ６３分 アニメーション  
『リボンの騎士』 

５月２０日 ９４分 洋画    
『最高の人生のつくり方』 

５月６日 １０４分 邦画 
『東南角部屋二階の女』 

＊毎週日曜13時半～･2階講堂･無料・申込不要＊ 

５月１３日 ６０分 アニメーション 
『ドナルド・ダック ドナルドの少年団長』 

父の借金のため祖父の土地を売ろうとした僕。理不尽な
仕事から逃れようと退職した後輩など、取壊し寸前のア
パートにいる3人に訪れる出会いとは？西島 秀俊／出演 

ドナルドとその仲間たちが贈る愉快なお話がいっぱい!! 「ド
ナルドの少年団長」「ドナルドのキツネ狩り」「ドナルドのゴル
フ・デー」など、ドナルド・ダックの楽しいお話全8話を収録。 

変わり者の不動産エージェント、オーレンは、疎遠の息子
から、存在さえ知らなかった9歳の孫娘を預かってくれと
頼まれ奇妙な生活が始まる。マイケル・ダグラス／出演 

シルバーランド王国では男の子しか王位を継げない。男
女二つの心を持って生まれ、男の子として育てられた王
女サファイヤの物語。高木 早苗／声の出演 

暖かい日がだんだん多くなっておでかけの季節ですね♪みなさんは冒険に行くとしたら、どこに
行ってみたいですか？宇宙の謎を調べに宇宙旅行？海の深～いところ？ジャングルでいろん
な動物に会ってみる？行ってみたいところってたくさんあって迷ってしまいますよね。５月は、一緒
に冒険に行けるおはなしをたくさん集めました！わくわく、はらはら、どきどきしながら、いろいろなお
話の世界へ冒険に出かけてみませんか？すてきな出会いがたくさんあるはず♪ 
←『ジャーニー』アーロン・ベッカー／作 講談社 2013年11月 E ｼ 

      児童展示「冒険にいこう！ 」 

ヤングアダルト展示「旅」 

過ごしやすい季節になり、行楽にはもってこい！外に出て、新鮮な空気を吸ってリフレッシュしよう！
テーマは「旅」。主人公が旅する話や、各地めぐり旅の本を集めました。読書にふけり、主人公と一緒
に異空間を旅するもよし、あこがれの場所に思い切って行くのもよし。ちょっと足を延ばせば、そこはあな
たの見知らぬ世界…！？ドキドキわくわく、普段とは違う体験をしてみませんか♪ 

『キノの旅』時雨沢 恵一／著 メディアワークス 2000年07月 BF ｼ 1→ 
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『北極サーカス』 
 

庄野 ナホコ／作 講談社 E ﾎ 

しんかんあんない 

 こんどのにちようび、サーカスがやってく 
る…。こちらの絵本は、さむーい季節にやっ
てくる、まっしろなサーカスのおはなしです。
その名も北極サーカス！クジラにひかれて、
北のはずれからはるばるやってくるのです。
サーカスの団員は、全員真っ白な生き物
たち。不思議でゆかいなサーカスのはじまり
です。横長のサイズなので、本当にサーカ
スの舞台を見ているような気持ちになります。
文章量は少なく、言葉も端的なのですが、
どこか詩や、歌声のよう。 
 読み進めるうちに文章がまっしろなサーカ
ス団の話し声にも見えてきます。青と白が
印象的なこの絵本はまるで夢の中！青い
スポットライトの中で繰り広げられる数々の技
に胸が高鳴ります。とっても素敵な1冊です。
寒い季節は終わりを迎えましたが、どうぞこ
ちらの絵本を読んで、寒いサーカスを体験
してみてください。 

☆図書館員の雑談日記☆ 
 

 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。14回目は「移動図書
館車とまチョップ号」について。 
 読んで字のごとく、本を積んで一定の地域内を定期的に巡回する図書館バスです。場
所によっては自動車文庫、自動車図書館、ブックモビル(book mobile)と呼ばれることもありま
す。主にマイクロバスやトラックなどを改造し、車の内部または側面に本棚やカウンターを装
備、貸出や読書相談を行います。苫小牧でのスタートは197１年。数回の車両更新を経て、
現在はとまチョップ図書館号が運行中です。平成24年9月に創業20周年を記念してトヨタ
自動車北海道株式会社様より苫小牧市に寄贈していただきました。大型バスを改造したも
のなので他の街の移動図書館車と比べると大きい車両です。およそ4000冊の本を載せて、
中央図書館やコミニティセンターの図書 
室ではカバーできない地域の需要を満たす 
べく市内を走り回っています。予定表は図書 
館ホームページで公開しているほか、 
各図書コーナーでも配布していますので 
みなさんぜひお越しください。 

ＮＤＣってなーに？⑧ 

～６類 産業 Industry 
 （農林水産業、商業、運輸、通信） 

 ６類には、第一次産業の農林水産業や
第三次産業の商業などを収めています。 
 第一次産業は農業、園芸、蚕糸業、畜
産業、林業、水産業で構成されているため
当館では「実用書」に分類されるものもあり
ます。第三次産業は商業、運輸・交通、
通信事業が入っています。交通は手段で
ある飛行機や鉄道を含んでいるため、駅の
写真などもこちらにあります。 
              また、サービス産 
             業もこちらに含まれる 
             ため、全国的に有名 
             な娯楽施設のガイド  
                ブックは、旅行 
                本を置いている 
               291番台ではなく、 
               こちらにまとまって 
               います。 



月 火 水 木 金 土 日

１ ２ ３ ４ ５ ６

７
休館日

８ ９ 10 11 12 13

14
休館日

15 16 17 18 19 20

21
休館日

22 23 24 25
館内整理
休館日

26 27

28
休館日

29 30 31

  …おはなし広場 
  ３日 １３時半～ 
  …よみきかせ 
       （図書館スタッフ） 
  ６日 １４時～  
  …よみきかせ（にじのはし） 
 12日11時～/26日11・14時～ 
  …赤ちゃんと楽しむ 
    絵本ひろば 
   １８日 １０時～ 
  …ストーリーテリング 
    （おはなしオルゴール） 
  １９日 １４時～ 
  …よみきかせ 
    （苫小牧こどもの本の会） 
  ２０日 1４時～ 
  …ナイトミニシアター 
  ９日・２３日 １７時４５分～  
  …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 
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編集後記 
 

５月になり、ＧＷ真っただなか。まだ少々肌寒いですが、北海道で 
ＧＷと言えば花見の時期ですね！そろそろ桜を見ることができるので
はないかと編集者はわくわくしております。図書館入口にある桜の木
は現在治療中ですが、予定ですとあと１年ほどで治療が終わります。
早く元気になった姿に会いたいものですね！ 

                             
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  

☎ 0144-35-0511  
Fax 0144-35-0519  

✉ info@tomakomai-lib.jp 

【開館時間】 
9：30～20：00 

今 

ー タ ア ニ シ ミ 

ト イ ナ の 月 

９日『アンストッパブル』 洋画 99分 字幕 
２３日『ソルト』 洋画 100分 字幕  
         第２・４水曜日17時45分～上映  
             入場無料・事前申込不要・直接会場へ 


