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新年あけましておめでとうございます。
市民の皆様には、2020年の新春を健やかにお迎えのことと
心からお慶び申し上げます。

さて、昨年は絵本作家をお招きしての作家講演会をはじめとした各種講演会、
ワークショップ、そして「調べる学習コンクール」など図書館主催の行事に数多くの
皆様にご参加いただくなど、多方面により盛り立てていただきありがとうございまし
た。今後も苫小牧市の文化の拠点として、そして皆様の読書活動を支援すべく、職
員一同一層の努力をしてまいります。本年もよろしくお願いいたします。

館長 岩城 昌幸
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年頭挨拶

12月21日（土）
～1月19日（日）

期間

1階カウンター前会場

市民のための医学講座 第4回

「前立腺がんを知ろう！」

苫小牧俳句協会共催

新春川柳展 in 図書館

募集

2月1日（土） １3時30分～１4時30分
どなたでも

日時
対象

苫小牧市立病院副院長 竹内 一郎先生講師

苫小牧市立病院の副院長竹内一郎先生による講演会を行い
ます。

小･中学生入賞作品展

10月に行われた市民文化祭の俳句
大会［児童生徒の部］入賞入選作品
展示を行います。

１月２５日（土）
～2月９日（日）

期間

1階カウンター前会場
苫小牧川柳社共催

毎年恒例、苫小牧川柳社の作品を
展示いたします。

1月4日(土)～
中央図書館カウンターまたは☎0144-35-0511

受付

苫小牧市立病院共催

苫小牧市民文化祭俳句大会

自習室での飲食について
受験シーズンで自習室のご利
用が増えてくるかと思いますが、
自習スペースごとに飲食のルー
ルが異なります。各スペースの
ルールに従ってご利用ください。
 １Ｆ･２Ｆ閲覧室：飲食禁止
 ２Ｆ自習室：蓋つき飲料のみ可
 ２Ｆリラックススペース：飲食可

「ひざかけ」
お使いください♡

１階カウンターや２階参考･
郷土資料室内、また上映会
等イベント開催時に「ひざか
け」をご用意しています。冷
えが気になる方、お気兼ねな
くご利用ください。

本の手帖
配布中

1階カウンターにて
1月4日（土）～
なくなり次第終了

苫小牧川柳社
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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3２回目は「図書館の障がい者サービス」について （後編）

苫小牧市立中央図書館でサービス提供している「サピエ」をご存知でしょ
うか？
サピエとは、視覚障がいや活字による読書に困難のある人が利用できる
点字データ・音声デイジーデータをはじめ、暮らしに役立つ地域・生活情報
などを提供するネットワークです。
具体的に一部機能を紹介しますと、サピエ加入の図書館ではどんなCDや音声デイジーを
所蔵しているのかパソコンやスマートフォンで検索することができ、リクエストをして自分の読
みたい資料を取り寄せられます。サービス担当も、日々利用者の方からのこんな本が読みた
いという要望にそって検索や取り寄せでお世話になっております。
利用には必ずご登録が必要になります。お電話などで事前に中央図書館までお問い合わ
せいただければ、登録に必要な事項等をお答えいたします。
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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

一般書

新刊紹介

『うるさく,しずかに,
ひそひそと』
音がきこえてくる絵本
ロマナ・ロマニーシン／著，
アンドリー・レシヴ／著，
広松 由希子／訳 河出書
房新社 2019.10
［Ｅ ウ］

『薪を焚く』
ラーシュ・ミッティング／著，朝田 千惠／訳
晶文社,2019.11 ［658.2 マ］

こどもの本

伐って、割って、積んで、乾かし、
燃やす－。木との対話から浮か
び上がる、自然との関わり、道具
への偏愛、スローライフの哲学、
手仕事の喜び…。ノルウェーの
伝統的な薪焚きの技術と精神を
伝える、薪と人の物語。

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

楽器や声の種類、からだが
出す音、自然の中で聴こえる
音、音の強さをはかる単位…。
「音」や「聴くこと」の様々なこ
とがらについて、美しいグラ
フィックで描いた絵本。

ノルウェーのスローライフの深みを味わう1冊

これは様々な“音”が聴こえてくる絵本です。絵本な
のに音が聴こえるの？聴こえるわけないじゃないか！
そう思った人はぜひページを開いてみて！

『松浦武四郎の釧路・
根室・知床探査記』
松浦 武四郎／[著]
北海道出版企画センター
2019.09 ［291.12 マ ］

松浦武四郎著、高倉新一郎校
訂、秋葉實解読の「戊午東西蝦
夷山川地理取調日誌上・中」か
ら、釧路、根室、知床に関係する
箇所を現代文に書き改めて収
録する。注として多くの参考文献
からの引用も掲載。

松浦武四郎の調査日誌を現
代語訳。160年前の北海道
が鮮やかに描かれています。
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「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。
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。

「イチイとオンコは同じ木だけれども、どういう漢字を使うのか、知りたい」と
いうご質問がありました。
植物図鑑ではカタカナで表記されることが多いですが、『鑑定図鑑日本の樹木』では「一
位」と記されていました。これは笏の材料としたことに由来します。『広辞苑（第七版）』では櫟
（「くぬぎ」と読みますが、国字として「イチイ」とも読むそうです）、俗用として水松などの字を使
うこともあります。全国的には「イチイ」と呼ばれるイチイ科の常緑高木イチイ。東北・
北海道では「オンコ」、歌壇では「アララギ」ともいわれます。ちなみに「伽羅木（キャラ
ボク）」はイチイとは別の種のイチイ科の常緑低木です。
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２階ガラス展示

アイヌのことば

北海道のアイヌ語地名

資料室入口前展示

ＹＡ展示

１階ガラス展示

我らがヒーロー

検索機前展示

新刊棚横展示

愛でたい！は虫類・両生類

① 『 希望の糸 』
東野 圭吾／著 講談社（１４２件）

② 『そしてバトンは、渡された』
瀬尾 まいこ／著 文藝春秋（100件）

③ 『 平場の月 』
朝倉 かすみ／著 光文社(95件)

④ 『 落日』
湊 かなえ／著 角川春樹事務所(86件)

⑤ 『 すぐ死ぬんだから 』
内館 牧子／著 講談社(69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
示

今月の展示

怪獣とヒーロー

極大陸に完成した日本第3の基地、
あすか観測拠点。1987年の初越冬
に際し、越冬の記録と、経験豊富な8
名の隊員たちの融和のために発刊
した新聞『南極あすか新聞』を収録。
現在は無人化された基地の当時の
様相を伝える。

『南極あすか新聞
1987 』

高木 知敬／著 札幌：亜璃西社 2019.01
［Ｈ402.9 ナ］

地の果てで挑む越冬観測！

食材そのものの味を生かすよう、シ
ンプルな味付けで無駄なく調理し、
そして「食べること」を楽しむアイヌ
のごはん。北海道のお年寄りから
手ほどきを受けた料理の一部を再
現し、レシピとともに紹介する。

『アイヌのごはん』 藤村 久和／監修
[札幌]：デーリィマン社,2019.04 ［Ｈ383.8 ア］

自然の恵み、いただきます

落ちない 滑らない 躓かない ように



日 月 火 水 木 金 土

1
休館日

2
休館日

3
休館日

4

5 6
休館日

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20
休館日

21 22 23 24 25

26 27
休館日

28 29 30 31
休館日

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

ミニワークショップ

図書館ナイトミニシアター

図書館ミニシアター

1/22『君が僕の息子について
教えてくれたこと』

ドキュメンタリー（59分）東田直樹／［ほか］出演

自分の心の内を綴ったエッセイを発行した自閉症の東田直
樹さん。そのエッセイを読んだイギリス人作家デイヴィッド・ミッ
チェル氏。2人の出会いが奇跡を生み、自閉症の子どもを持つ
世界中の多くの家族に希望の灯をともした。

1/19『極夜
記憶の彼方へ〜角幡唯介の旅〜』

邦画（58分）角幡 唯介／出演

厳冬の北極圏で何か月も太陽が昇らない「極夜」。探検家・
角幡唯介は、この暗闇と極寒の世界をたった1人で旅をした。
壮絶な「極夜」の世界で、角幡は何を見たのか? 自撮りカメ
ラの映像と肉声でつづる壮絶な旅の記録。

1/5『リュミエール!』

洋画（90分）ティエリー・フレモー／監督

“映画の父”リュミエール兄弟が製作した1422本の映画の
中から、カンヌ国際映画祭総代表ティエリー・フレモーが厳選
した108本で構成。世界初の上映映画の撮影秘話など、リュ
ミエール兄弟にオマージュを捧げた作品。

1/12『おしりたんてい 3
ププッ ブラウンものがたり』

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! ブ
ラウンが言葉を話せるようになったのは、ある事件がきっか
けだった。第7〜9話収録。

1/8『いぬのえいが』

邦画（96分） 佐野 史郎／[ほか]出演
“いぬと一緒に暮らすこと”は、毎日が幸せの連続! 
でも、ときにはちょっと腹の立つことや、悲しくて泣きた
くなることも。そんな様々なカタチの「いぬ」と「ひと」の
愛情に満ち溢れた11の物語を、リレー形式で描く。

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

1/26 『マダガスカル 3』
アニメ（93分）

ヨーロッパで指名手配されてしまったアレックスたち4人。
デュボア警部から逃れるため、キング・ジュリアンやペンギ
ンズと一緒に、サーカスに逃げ込んだのはいいけれど…。
新たな仲間も登場する、パワー全開の愉快な逃亡劇!
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【年始休館】1月1日～3日
【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

１月4日 14時～

2月1日 14時～
（当日13時30分～児童カウンターで受付）


