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図書館ミニシアター
● 一般向け
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○ お子さん向け
「ペネロペ
みんなともだち編」

35分
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苫小牧子どもの本の会
にじのはし
おはなしオルゴール
紙芝居おじさん（会場：サンガーデン)

８月中旬より、はてなブログにて
「苫小牧市立中央図書館の公式ブログ」
の公開はじめました！
イベントやサービスの案内・各コーナー担
当からのお知らせ・オススメ本の案内・図
書館スタッフの雑記などなど・・・。
どんどん更新していきたいと思いますので、
みなさんチェックお願いします!!!
こちらのQRコードからも
ブログへアクセスできます！

http://tomakomai-library.hatenablog.com/
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● 一般向け

「チェンジリング」
142分

○ お子さん向け
「長ぐつをはいたネコ」

90分

【ミニシアターのご案内】

会場 2階講堂
時間 13:30～
入場無料・申込不要
※２p目に映画の詳細がございます
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一般書コーナー

『知られざる文豪 直木三十五
山崎 國紀／著

京都：ミネルヴァ書房

病魔・借金・女性に苦しんだ「畸人」

』

910.268 ｼ

『直木三十五』と聞いてもピンと来ない方は多いとは思いますが・・・。実はこの方、毎年
２回芥川賞と共に発表されている直木賞の由来になった方です。本名は植村宗一といいます。
自身が３５歳の時に、この名前を使い活動を始めました。たくさんの時代小説を世に送り出し
ていて、他にも日本映画の父「牧野省三」と共に映画製作を手掛けています。時代小説「南国
太平記」で一躍流行作家になった直木三十五ですが、借金や女性に苦しみ続け、原稿用紙を二
重使用してまで書き続けていたそうです。こうしてたくさんの作品を書き残し、昭和９年の２
月に４３歳の若さで結核によりこの世を去りました。この本では、そんな直木三十五の波乱万
丈な人生を詳しく解説しています。ちなみに、今年の直木賞受賞作家はどなたかご存知でしょ
うか？ハードボイルドな作風でおなじみの黒川博行の「破門」（疫病神シリーズ）です。この
本や、直木三十五の作品と一緒にぜひご予約をお願いいたします！

Back to…2011!!

ある年代に遡って本を紹介するコーナー！最終回！(笑)

2011年予約ベスト10入りしていたのはこちら⇒
最多予約数135をマークした、「夜行観覧車」！
本屋大賞受賞！「謎解きはディナーのあとで」
「下町ロケット」は下期直木賞受賞！
「１Ｑ８４ ＢＯＯＫ３」の影響で、過去２作も
含めて人気になっていました。
某俳優が実名で出版したことで人気を博した
「ＫＡＧＥＲＯＵ」・「もし高校野球の女子マ
ネージャーがドラッカーの『マネジメント』を
読んだら」・サッカー日本代表長谷部誠の「心
を整える。」皆さんお読みになりましたか？
東野圭吾は相変わらずの大人気。「真夏の方程
式」「麒麟の翼」など年間で７冊のランキング
入りでした★

タイトル

著者名

夜行観覧車

湊 かなえ

KAGEROU

斉藤 智裕

下町ロケット

池井戸 潤

謎解きはディナーのあとで

東川 篤哉

人生がときめく片づけの魔法

近藤 麻理恵

体脂肪計タニタの社員食堂

タニタ

１Ｑ８４ ＢＯＯＫ３

村上 春樹

図書館ミニシアター
９月７日 169分
『パイレーツオブカリビアン
（ワールドエンド）』

９月１４日

海賊時代が終焉を迎えようとしている・・・。こ
の終焉を回避するには、前作でクラーケンに飲ま
れたキャプテンジャックスパロウの力が必要だっ
た！この危機にウィルたちが立ち向かう・・・！

みんな大好きちいさなコアラの女の子「ペネロ
ペ」シリーズです。「ようちえんへいく」など、
全７話収録の短編映像集で、小さいお子さんでも
飽きずに見ることが出来ます。

９月２１日

35分

『ペネロペ みんなともだち編』

142分

９月２８日

『チェンジリング』

90分

『長ぐつをはいたネコ』

1928年。シングルマザーのクリスティンは息子のウォ
ルターの成長を生きがいに過ごしていた。しかし、
ウォルターが突如行方不明になり警察に届け出る。５
か月後、発見された息子はまったくの別人だった！そ
こに隠された真実はいかに・・・！1920年代にアメリ
カで実際にあった事件を元に映画化されました。

２

ドリームワークスアニメーションの「シュレック」
からのスピンオフ！シュレックに出会う前の長ぐつ
をはいたネコ「プス」。幼馴染のハンプティ・ダン
プティとメスネコのキティと共に、彼の生い立ちや
冒険、お尋ね者になった過去に迫ります。
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児童コーナー
ぶっく・のーと、はじめました。
８月の頭から、苫小牧市立中央図書館で、
『ぶっく・のーと』がはじまりました！
色は青・ピンク・黄緑・黄色の４種類で、大
きな本を持ったとまチョップが目印です。
使い方は簡単！本を借りて１冊読んだら、そ
の本のタイトルや書いた人、お気に入り度を
ノートに記入していくだけ。読んだ冊数に合
わせてスタンプを押していくので、記入した
ら、どんどん児童カウンターへ持ってきて下
さいね！！みごとスタンプが１０個たまった
あかつきには・・・なんと！

景品をプレゼントしちゃいます！
ぶっく・のーとは回収しないので、自分の読
書記録帳としてどんどん活用してくださいね。
自分の好きな本の傾向や、お気に入りの作家
さんが見つかるかもしれませんよ。
皆さんが児童カウンターに来てくれることを、
児童スタッフ一同、心待ちにしております。

七夕が終わりましたね
８月２日(土)～８月７日(金)まで、図書館入
り口入ってすぐにある柱のそばに、七夕の笹
竹を飾らせていただきました。
１週間という短い展示期間ではありましたが、
図書館を訪れてくれた皆さんのご協力の元、
集まった短冊の数は、なんと１８９！最初
はまっすぐに伸びていた笹竹が、皆さんの願
い事を受けるにつれ、ずっしりとしなってい
く姿は圧巻でした。きっと、願い事は天に届
いたことでしょう。
短冊に願いを書いて笹の葉に吊るすと、「願
い事が叶う」の他に、「綺麗な字を書けるよ
うになる」という言い伝えもあるそうですね。
すぐに叶うもの、長い時間をかけてゆっくり
と叶っていくもの、あとから振り返った時に
叶っていたのだと気付くもの。願いが叶うと
一口に言っても、叶い方は様々。さあ、これ
からが楽しみですね。

『オオサンショウウオ』 福田 幸広 写真，ゆうき えつこ 文 そうえん社 Eオ
最大150センチメートルにまで成長する世界最大の両生類。オオサンショウウオはオスが巣を守り、子育
てをする。巣を守るためにほかのオスとたたかったりもする。世界で初めて撮影に成功した、オオサン
ショウウオの産卵から子育てまでを写真で伝える１冊。全長写真付。
『勇者ライと３つの扉 ①金の扉』 エミリー・ロッダ著 KADOKAWA出版 93ユ-1
高い城壁に守られた街ウェルドには、夏ごとに怪鳥の群れが現れ人々を襲っていく。滅亡の危機におち
いった人々を救い、行方知れずの兄たちを探すため、少年は壁の外の世界へと旅立つ。城壁にある３つの
扉の先には予想すらできない危険が待っていることも知らずに・・・。「デルトラ・クエスト」の作者が
紡ぐ新たな冒険の物語開演！
『中高生のためのケータイ・スマホハンドブック』 今津孝次郎 監修 学事出版 ６９チ
著者である校長先生が、実際に起こったケータイ・スマホのトラブルの解説や解決方法、どのようにすれ
ばトラブルに巻き込まれないかを教育現場からの視点で論じている。今や中高生の所有は当たり前のケー
タイ・スマホだが、中高生だけではなく、親御さんもぜひ読んで、親子で使い方を議論してみるのにおす
すめの一冊。
『思い出をレスキューせよ! “記憶をつなぐ”被災地の紙本・書籍保存修復士』
堀米 薫 著 くもん出版 ３６オ
思い出を救う。それは、被災した人が生きていくための大きな力となる-。東日本大震災の被災地や、全
国のボランティア団体などで進められた「写真洗浄」の取り組みを、その活動を支えた一人の紙本・書籍
保存修復士を通して紹介。

『ふふふ』 山本純子詩集 銀の鈴社 ９１１フ
『目に入ることと 見つけることの 間に いつも 瞬くものがあって われ知らず 探していたのか
と思う』(Ｐ３２『星』より。)ページを読み進めていくとともに、ふわふわ浮かび上がる気持ちになる詩
集。朝焼けの中、静かに読むもよし。眠りにつく前、お母さんやお父さん、お祖母ちゃんに、優しく読み
聞かせてもらうもよし。読み終わったら、きっと、『ふふふ』な気持ちになっていますよ。
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参考図書室／郷土行政資料室コーナー

【こんなレファレンス受付けました】
Q:過去から現在までの苫小牧の天気を日ごとに知りたい
です。何か良い資料は有りますか？
Ａ:「北海道気象月報」と気象庁のサイトで確認するこ
とが出来ます。
気象庁が確実ではありますが、２００４年１０月から
苫小牧測候所の無人化に伴い天気概況が載っていませ
ん。（天気の流れや初冠雪、初雪、初霜、初結氷等の
人間の目で観測するもの）
調べたい時期の新聞をチェックすることが一番確実で
はないかと考えられます。
当館では苫小牧民報、北海道新聞、室蘭民報を永年保
存していますのでこれらの新聞でご確認いただけます。

レファレンス
レファレンスは、「参考」、「参照」を意
味する英語です。
図書館では、所蔵する資料やインター
ネット等、複数のソースを用いて、お客
様の調査・研究の支援することを「レファ
レンスサービス」と称しています。
……何だか難しそうですが、何かわか
らないな？と思った時に、図書館員にお
尋ねいただければ、たくさんの情報をも
とにスッキリとするお手伝いをします
……ということです。
左に紹介する事例に限らず、暮らしの
中で、疑問符が生じたときは、まずは図
書館にお越しください。

今回のレファレンスで使用した資料 …全て2階参考・郷土行政資料室で読むことができます。
①「北海道気象月報」(H451.9/ﾎ) H12年1月で廃刊
②「気象庁」過去の気象データ検索 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/
③ 苫小牧民報・北海道新聞・室蘭民報

２階 参考・郷土担当スタッフの“おすすめ本”

『“樽前arty”から
“樽前arty＋”へ』

『クマと黒曜石』

NPO法人 樽前artyプラス
HT 702.8 ﾀ

豊原 煕司
北海道出版企画センター
HT 489.5 ｸ

2004年発足当時の「樽前arty」とは
展覧会のタイトルでした。市内外の若
手アーティストがジャンルを超えて集
い企画し、今、地域の文化や教育をユ
ニークで魅力あるものにする取り組み
へと発展、拡大しています。人や芸術
の力を強く感じながら、次の10年を考
察する日々が始まりました。体験型授
業を創出したり文化芸術活動のサポー
トするなどの活動が作家としての活動
にもプラスになっているのでしょうね。

クマの思い出話と黒曜石の思い出話
を聞いているような一冊です。そん
な話の中にはクマでも黒曜石でもな
くタヌキの話題も出てきます。タヌ
キの子とクマの子が間違われるとい
う話です。タヌキの子とクマの子を
頭の中でイメージして見て下さい。
そして実際に見る……のは危険です
ので写真など探して見比べてみて下
さい。私はちょっと間違ってしまう
かもしれないと思いました。

『辞世の言葉で知る 日本史人物事典』
東京堂出版 281.0シ
遣唐使の留学生として渡唐した阿部仲麻
呂は、玄宗皇帝に取り立てられ出世して
ゆくも、「天の原ふりさけ見れば春日な
る三笠の山に出でし月かも」と望郷の想
いを詠んだ。その後、帰国を許され乗っ
た船が難破、漂流。故国日本には帰れな
かった。平安末期、武門の家柄を捨て出
家した西行は、「願はくは花の下にて春
死なむそのきさらぎの望月の頃」と詠ん
だ。桜の美しい季節、お釈迦様が入滅し
たとされる日の翌日、願い通り往生を遂
げた。病床で、「旅に病んで夢は枯野を
かけめぐる」と詠んだ松尾芭蕉。床に伏
しながらも創作の旅に出たい想いが伝
わってくる。辞世の句から、さまざまな
人生を知り、学び、感動できる1冊です。

※参考・郷土資料室からのお願い※
資格・年齢等の条件に関係なくどなたでもご利用いただけますが、お願いごとがいくつかございます。
★鞄などの持込みは出来ません。入口にコインロッカーが御座いますので筆記用具類のみお持ちに
なってご利用ください。
★椅子や机などもございますが、自習はご遠慮いただいております。自分の資料を持ち込んでの
自習の場合は、電子情報サロン隣に自習室がございますのでそちらをご利用ください。
４
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寄贈をいただきました①
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―NPO法人まちづくりセンターおあしす様
８月５日、寄贈本の贈呈式が行われ、
123冊・19万5000円相当の寄贈をいた
だきました！！
今回選ばれた本は、主にお客様から
の予約が多い本でした。
「豆の上で眠る」「ケモノの城」
「満願」「虚ろな十字架」「破門」
「人生相談。」「平凡」「ライ
アー」「約束の海」「憂いなき街」
「仮面同窓会」などなど。
長らくお待たせしている皆様に、も
う少し早くご用意できるようになり
そうです。
８月22日より、新刊棚の横にて展示
を行っております。人気本多数によ
り、要チェックです！

寄贈をいただきました②

―苫小牧あすなろ会様

８月13日、あすなろ会さんより３万円相当の児童
書の寄贈をいただき、贈呈式が行われました。
自然科学系で、小学校中学年以上のこどもたち向
けの本が全16冊選ばれ、児童コーナーの検索機横
に展示されています。
宇宙や天気の本、映画「思い出のマーニー」の
原作小説もありますのでぜひ借りてくださいね！

書名

バムとケロのもりのこや
宇宙りょこうへでかけるえほん
江戸時代の暮らし方（「もしも？」の図鑑）
戦争するってどんなこと？
妖怪
（ほんとにいるんですか？絵図鑑）
好奇心をそだて考えるのが好きになる科学のふしぎな話365
絵図鑑天気のなぞ
宇宙遊星間旅行
那須正幹童話集１
那須正幹童話集2
那須正幹童話集3
那須正幹童話集4
那須正幹童話集5
ふしぎな声のする町で
思い出のマーニー 上 （岩波少年文庫）
思い出のマーニー 下 （岩波少年文庫）
５

著者

請求記号

島田 ゆか
斉藤紀夫
小沢詠美子
C・ダグラス・スミス
小松和彦
日本科学未来館
田中幸文
中江嘉男
那須正幹
那須正幹
那須正幹
那須正幹
那須正幹
ほしおさなえ
ジョーン・ロビンソン
ジョーン・ロビンソン

大型絵本
E ｳ
21 ｴ
31 ｾ
38 ﾖ
40 ｺ
45 ｴ
72 ｳ
913 ﾅ
913 ﾅ
913 ﾅ
913 ﾅ
913 ﾅ
913 ﾌ
93 ｵ
93 ｵ
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移動図書館車
『とまチョップ号』
をご存知ですか？

移動図書館車『とまチョップ号』が
あなたのおうちの近くに来ているかも？
移動図書館「はまなす号」に代わり、
平成２４年から「とまチョップ号」が
市内２２ステーションを巡回しています。
蔵書数は約４、０００冊！！
様々なジャンルの本をたくさんご用意し
ております。
市民の方ならどなたでもご利用頂けます。
ぜひお気に入りの本を見つけに来てくだ
さいね♪
車体に大きく描かれたかわいい
とまチョップが目印です☆

６
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ご案内
いつも『とまチョップ号』をご利用いただきありがとうございます。
移動図書館の巡回予定は、各巡回先と中央図書館・各窓口で半年分の予定表を
お配りしています。ご希望の方はお気軽にスタッフまでお申し付けください！
中央図書館ホームページ
http://www.tomakomai-lib.jp

ホームページでも
確認できます！

画面右下の
「とまチョップ号巡回スケジュール」
をクリック！

ここ！

とまチョップ号【９月度】巡回スケジュール
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展 示
１階

苫小牧市立中央図書館報

–みなさんにおすすめしたい本を展示しています-

ガラス展示「ファイターズと本を読もう！」
プロ野球チーム「北海道日本ハムファイターズ」北海道を代表し、活躍中の彼ら。なにも彼らが
持っているのはボールやグラブ、バットだけじゃありません！「グラブを本に持ち替えて」と題し
まして、読書促進全道キャンペーンを行っております。今月のガラス展示では、彼らのオススメ図
書を紹介させていただいております！（所蔵していない図書もございます）キャンペーンのパンフ
レットも無料配布しておりますので、ぜひ手に取ってみてください！（無くなり次第終了）

季節展示「紙の世界」
苫小牧といえば、アイスホッケー、ハスカップ、ホッキ貝……他には？そう、「紙」です！明治期
より製紙業が発展し、王子製紙や日本製紙の工場を抱える苫小牧。去る8月31日、毎年恒例の「紙
フェスティバル」が開催されました。紙を材料にした造形作品の展示、紙楽器や紙飛行機作り、紙
漉きもできる体験コーナーなどなど……とても大盛況だったようです！現在、中央図書館でも開催
中の展示「紙の世界」でも、記録用媒体として古代に発明された紙の、それだけにとどまらないい
ろいろな可能性を発信しています。この機会に是非、魅力的な紙の世界を堪能してください！
展示場所は、新刊図書棚の左端の棚です。

２階 通路ガラス展示「豆本・苫小牧の街並み」
みなさんは「豆本」をご存知でしょうか？その名前の通り、とても小さい本です。しかし、内容は
とってもぎっしり詰まっています。ほんとに豆のような本ですね！その小さい豆本を２階の通路に
て展示しております。いっしょに苫小牧の街並みの歴史がわかる資料も展示しております。昔の商
店街や駅前の街並みなど、古き良き苫小牧を回顧してみませんか。

巻末コラム

～言葉の海を泳ぎながら～

学生の時によく読んでいた、福永令三氏による「クレヨン王国」シリーズ。２０１１年に青い鳥文庫に
て新装版が出ていることを知り、懐かしさに誘われて、先日手に取ってみました。時の流れはもちろん
ですが、文体や挿絵によって、印象は変わってくるものですね。ですが最後まで読み終えたときにやっ
てくるしんとした読了感は、１０年以上の時を超えても何ら変わりのないものでした。
単行本から文庫へ。文庫から再び文庫へ。「クレヨン王国」シリーズのみならず、装い新たに生まれて
くる本はたくさんあります。時代に合わせて口調や登場物も様変わりしていきますが、その本質はきっ
と、変わらないのだと思います。たとえ表紙が違っていても、親と子で共通の本を楽しめる。かつて読
み親しんだ本を、新鮮な気持ちで手に取ることが出来る。これもまた、本の素敵な部分の一つですね。
これからもそんな本たちと、出会っていきたいものです。(ＫＹ)

編集後記

–秋だっていう–

夏去りぬ。皆様夏休みは満喫できましたでしょうか？今年は残暑がどうなりますかね…
キャンプやお祭りの楽しかった思い出、宿題で苦しかった思い出。いろいろありましたが……秋は来ぬ！
食欲の秋！
行楽の秋！
運動の秋！
芸術の秋！
読書の秋！
美味しいものが実るこの時期、スバリ⑯の実用書の棚で赤いシールの貼られた本を借りるべきでしょう♪
お彼岸や秋休みでお出かけの方、ガイドブックが置いてありますのは④の棚です。
何か新しくスポーツを始める、スポーツ観戦に行くとき。そんなあなたに⑩の棚！
文化祭などに作品を出品する方、⑨の棚あたりがおすすめです。
読書の秋？つまり図書館にお越しくださいっていうことですね！
（ＭＨ）

【図書館よりお知らせ】
① 開館時間は朝９時３０分から夜２０時までです。
② 祝日月曜日は開館してます。振替休館はありません。
③ 図書館のイベント情報を、
館内電子掲示板にてお知らせしております。
④ 飲食は２階リラックススペースか、
携帯電話アクセス用 QRコード
サンガーデンをご利用ください。
※一般書・児童書閲覧室への飲食物の持ち込みは原則禁止となっております。
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