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飯野和好さん絵本原画展

絵本作家 飯野 和好（いいの かずよし）さんの絵本
の原画展を行います。

ぴ

〔経歴〕1947年埼玉県秩父生まれ。長沢セツ・モードセミナーで
イラストレーションを学ぶ。
「ねぎぼうずのあさたろう」で第9回小学館児童出版文学賞受賞。
「小さなスズナ姫シリーズ」で第11回赤い鳥さし絵賞受賞。
「みずくみに」で第20回日本絵本賞受賞。
（TRC MARCより）

期間 10月26日（土）～11月10日（日）
会場 １Ｆカウンター前

募集

福音館書店より

Baby Art～キラキラ☆撮影会～

絵本の一場面などを背景に寝転んだ赤ちゃんの撮影会を行います。
日々成長する我が子の一瞬を、楽しくカメラに収めましょう！
持ち物 カメラ・スマートフォンなど
日 時 10月19日（土） 10時00分～12時00分
対 象 ０～1歳児と保護者（定員15名 先着順）
会 場 2階講堂
受 付 10月1日（火）～中央図書館カウンターまたは☎0144-35-0511
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勇払公民館まつり
とまチョップ図書館号が６日に応援に駆け付けます！！

毎年恒例の勇払公民館まつりにとまチョップ図書館号が現れます！！
車内の本の貸出や返却もできます！
おまつりにお越しの際は、ぜひ図書館号にも足をお運びください。

日時 10月６日（日） 1２時～１６時 とまチョップ図書館号が停まります♪
１３時～ とまちょっぷも現れます♪
場所 勇払公民館
お知らせ

る
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10月２２日～１１月１７日からまで、図書館内外で読み聞かせなどの活動をさ
れている各団体の活動等を紹介するパネル展示を行います。
ボランティア活動に興味のある方はぜひご覧ください！

また、図書館内外で読み聞かせなどの活動をされている各団体が一同に会し、大人向けの読
み聞かせを行うイベントを予定しています。
日時：11月10日（日） ※時間は未定のため、決まり次第掲示いたします。
場所：2階講堂
申込不要・直接会場へお越しください。
定員：70名
お問い合わせは中央図書館 （☎0144-35-0511）まで。
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1階ガラス展示

「AUTUMN GARDEN」

思わず息を止めて見入ってしまうような、美しい紅葉の季節が苫小牧にもやって
きます。ひらひらと葉が舞い、足元にはドングリや木の実がころん。落ち葉は踏むと
かさかさと小気味よい音が響きます。秋ですね。さて、苫小牧市立中央図書館でも、
そんな胸が躍る秋の風景をガラス展示の中に閉じ込めました。展示に使っている
秋の欠片たちはどれも苫小牧で拾ってきたものです。ガラス展示を見た後は、図書
館の中にある資料を読んで、お隣のサンガーデンへ行って、それから出光カル
チャーパークで秋探しの探検をしてみてはいかがでしょうか。
『ひろって調べる落ち葉のずかん』 安田 守／写真・文 岩崎書店, 2018.11 ［65 ﾋ］ 👉

「アニメ『サザエさん』５０周年！」

新刊横展示

毎週日曜日１８時３０分から１９時に放送されるアニメ『サザエさん』が、今年50周
年を迎えます。記念ブック『サザエさんヒストリーブック』も発売され、最近はマスオさ
んの声優さんが変わったことでも話題となりました。「サザエでございまーす！」や
「じゃんけんぽん」でお馴染みの子どもから大人まで広く親しまれるサザエさんアニ
メ50周年を記念して、図書館内にあるサザエさんや著者である長谷川町子さん関
連本を集めてみましたのでぜひ読んでみて下さい。アニメのエンディングで見たこと
のある内容もあるかもしれませんよ。
👈 『長谷川町子全集 1』 長谷川 町子／著 東京：朝日新聞社,1997.05 ［ 726.1 ﾊ1］

OPAC横展示
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「身近なお金の話 税金」

この10月から消費税が10％に引き上げられました。
消費税は高齢化で膨らむ社会保障財源確保のため1989年3％から始まった新し
い間接税です。他の税にくらべて経済や国民生活に直接影響を与えるため当初の
予定から2度の先送りを経て引き上げが決定しました。初めて導入された軽減税率
は、高所得層には高税率が課せられる所得税の累進課税と同じく、中低所得層への
経済的な配慮をしたものと言うことです。
国民が健康で豊かな生活を送るための公的サービスの財源は税金です。どのよう
な税があり何に使われているのでしょう。
『図解いちばん親切な税金の本 18-19年版』 高橋 創／著 東京：ナツメ社,2018.09［345 ｽ］ 👆
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「図書館創立以前～図書館のあゆみと大正・昭和前期の苫小牧文学～」
苫小牧に図書館ができたのはいつでしょう？ 市立苫小牧図書館条例が交付（S26.3）されるよりも
前に公民館図書部という公立図書館の前身がありました。公民館の集会室の一角とはいえ、町民から
の寄贈図書も含め、900冊以上の蔵書をもってスタートしました。公民館図書部の一般閲覧開始から
70年、大正・昭和前期の図書館のあゆみとその時代の苫小牧の文学を所蔵資料から見てみましょう。

新刊案内

『輓馬』

山岸 伸／[撮影] 東京：朝日新聞出版,2019.08 ［H788.5 ﾊ］
👉
馬は大昔から人と一緒に働いてきました。馬の仕事の大半は馬車やソリなどを曳く
仕事＝牽引作業でした。馬は仕事を最後まで終わらせようとします。これは、人と働く
馬の信頼関係でもあります。ばんえい競馬のレースで馬は、重たい鉄ソリを曳き、懸 ※郷土資料は予約がで
命に障害を乗り越えようとします。この本は、とかち観光大使でもある山岸伸さんが、 きません。ただし、2階参
14年間何度も帯広競馬場に通い、輓馬と人と自然を撮り続けた写真集です。輓馬 考郷土資料室カウンター
の力強さと優しい表情に、思わず手を伸ばして話しかけたくなります。
で貸出･返却が可能です。
［郷土］
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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２8回目は「自習室」について

図
苫小牧市立中央図書館2階には「自習室」があります。ここには一席ごとに
雑書
仕切られた机があり、勉強したり持ち込みのノートパソコンを使ったりすることが
談館
できます。試験前などは学生さんで大変混み合います。貸室の利用がない時は
日員
隣の研修室を開放し、参考郷土資料室にも勉強できるスペースがありますので、 記 の
ご希望の方は譲り合ってご利用ください。他の利用者様の迷惑にならないよう、
私語もできるだけご配慮ください。
自習室や研修室ではキャップのついた飲み物は飲むことができますが、お食事はご遠慮い
ただいています。お食事の際は、リラックススペースやサンガーデンをご利用ください。情報サ
ロンや参考郷土資料室でのご飲食はご遠慮いただいていますので、ご理解いただけますよう
お願いいたします。 また、お昼休憩での中座は良いのですが、長時間の中座は防犯上荷物を
回収させていただくこともありますので、ご注意くださいね。
注意事項ばかりで大変恐縮ですが、皆様が気持ちよくご利用できるよう、ご協力をお願いい
たします。何がご不明な点等ございましたら、スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
レ
フ
小ァ
レ
噺ン
4 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。

お客様より、「10年位前に「海王丸」という船の海難事故があったと思うのだが、それについて
の資料はあるだろうか？」という問い合わせがありました。
大きな事故であれば当時の新聞記事になっていると検討をつけました。“北海道新聞データ
ベース”にて、2004年（平成16年）10月20日に、室蘭港を出た「海王丸」が富山県伏木富
山港で座礁した“という記事を見つけました。また、「海洋・海事史事典」日外アソシエーツ編集部／
編 東京：日外アソシエーツ,2015.01［550.3 カ］

にも数行ですが事件の記載があり、その当時の新聞と上記資料をご案内しました。
インターネット情報では正しいもの誤ったものの判断がとても難しいですが、“新聞記事
データベース検索”では、的確な検索キーワードを入力すると、それに関する記事が
すぐに出てきます。データベース検索と所蔵資料の両方を上手に使って、お客様に
短時間で的確にお応えできるよう、これからも精進します！

新刊案内
［児童書］

『空の上には、何があるの？』
シャーロット・ギラン／文，ユヴァル・ゾマー／絵，桑原 洋子／訳河出書房
社,2019.07 ［E オ］

外に出て、上を見上げてみると何が見えますか？屋根？木の枝？雲？
それより上には何があるのかな？皆さんは考えたことはありますか？普
段、自分の目では見えない宇宙ステーションや人工衛星、色んな星な
どをどれだけ離れているのか、どのような星なのかを教えてくれるしか
け絵本です。しかけは地上からはじまり、どんどんしかけを広げて上って
いくと、2.5ｍにもなります。しかけと一緒に空を上って宇宙まで行く探
検に出掛けましょう！
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）
6日
14時～
よみきかせ（にじのはし）
12日
11時～
26日
11時～・14時～

休館日

13 14 15 16 17 18 19

ストーリーテリング （おはなしオルゴール）
19日

20日

9日・23日

17時45分～

ミニシアター

13時30分～

毎週日曜日

休館日
Baby Art～キラキラ☆撮影会～

１８日１０時～

14時～

ナイトミニシアター

休館日

27 30 29 30 31
絵本ひろば

14時～

よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）

20 21 22 23 24 25 26
休館日
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19日 10時～

【休館日】

毎週月曜日
最終金曜日
【開館時間】9：30～20：00

10/6『吟選大落語名人会 第1巻
春風亭正朝・桂歌丸』

図書館ミニシアター
毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

落語（71分） 春風亭正朝 ／ [ほか]出演
究極の真打落語ここに極まる。当代随一の噺家たちが夢
の競演。春風亭正朝「宮戸川」、桂歌丸「城木屋」

10/13『マダガスカル 2』
アニメ（89分）
マダガスカルからニューヨークに帰ろうとした仲良し4
頭と仲間たち。ところが彼らの乗った飛行機が緊急不
時着し、辿り着いたのは故郷アフリカだった！都会育ち
の4頭が危機に立ち向かい、アフリカの仲間たちを救え
るのか！？

10/20『ライオン

２５年目のただいま』
洋画・吹替（119分） ニコール・キッドマン／[ほか]出演
養子としてオーストラリアで幸せに暮らす青年サル―。しかし
彼はインドで生まれ、5歳の時に迷子になり、以来、家族と生き
別れたままだった。成人した彼は、母と兄に“ただいま”を伝え
るため、家を探し出すことを決意する。

10/27 『モンスター・ホテル 2』 アニメ（89分）
メイヴィスとジョナサンがついに結婚。2人の息子デニスも誕生しドラキュラは大喜び。デニスの誕生日に 招待され
たドラキュラの父ヴラッドは、人間が大嫌いだったので、モンスターの家族と人間の家族を巻き込んでの大騒動に！

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
10/9『グリース』

10/23『カミハテ商店』

洋画・字幕（110分） ジョン・トラボルタ［ほか］出演
舞台での大ヒット作品を映画化し、70年代を代表する作
品となった「グリース」。天真爛漫だった時代に郷愁をはせ
るだけの映画ではなく、ロックン・ロール時代に敬意を捧げ
る、活気に満ちていて胸躍るミュージカルだ!

邦画（104分） 寺島 進／［ほか］出演
小さな港町カミハテでひっそりと商店を営む千代の元に、
時折訪れる見知らぬ訪問者たち。それは、店の傍の断崖で
自ら命を絶とうと来た者たちだった。訪問者との関わり合
いの中で、彼女の心が少しずつ変化していく姿を描く。
※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
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