令和２年3月1日

苫小牧市立中央図書館報

※３月開催予定の図書館主催イベントは、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏ま
え、募集中及び、「広報とまこまい」で告知したものも含め、中止・延期を決断いた
しました。振替の時期については、後日告知いたします。みなさま、どうぞご理解の
程よろしくお願いいたします。

中止

３月20日(金)

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば

３月14日(土)
ミニワークショップ
よみきかせ（スタッフおはなし会・にじのはし・苫小牧こどもの本の会）
図書館ミニシアター(毎週日曜13時30分～)
図書館ナイトミニシアター（第2水曜17時45分～ 第４水曜日分は開催予定）
※上記のイベントは、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、中止いた
します。４月以降の開催再開をお待ちください。

延期

３月14日(土)

林 晃平氏講演会「浦島伝説､その魅惑の世界を語る」

３月18日(水)

ICT＆ソーシャルメディア活用講座「はじめてのiPad」

３月20日(金)

修理製本講座「和綴じをやってみよう！（初級編）」

３月21日(土)

雑誌リサイクル市

３月25日(水)

「すごいぞ！はたらく知財 ～14歳からの知的財産入門～」

※上記のイベントは、新型コロナウイルスの感染終息を待って、次年度に開催
予定です。開催のお知らせは、館内告知・図書館ホームページ・広報とまこま
い等でご確認くださいますようお願い致します。
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※下記のイベントは、コロナウイルスの感染拡大状況によっては中止も有り得ます。館内
告知・図書館ホームページ・お電話等でご確認くださいますようお願い致します。

募集

「大人の社会科見学 ～ 図書館探検ツアー ～」

毎年大好評の図書館利用ガイダンスツアー。
普段は見ることができないバックヤード見学も！
日時 ３月28日（土） １3時30分～１4時30分
対象 大人の方（定員15名・先着順）
受付 ３月1日(日)～中央図書館カウンターまたは ☎0144-35-0511

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
TEL ０１４４-３５-０５１１
FAX ０１４４-３５-０５１９
✉info@tomakomai-lib.jp

3月29日(日) 10時～14時は「みんなで楽しく子育てタイム（テスト導入）」
ちいさなお子さんがいらっしゃっても気兼ねなく図書館をご利用いただける取り組み「子育てタイム」を苫小
牧市立中央図書館でもテスト導入。 「子育てタイム」中の「児童コーナー」はいつもより楽しい♪ お友だ
ち同士おしゃべりしたり、親子で声を出してよみきかせを楽しんでください♡
当日は、いつもよりにぎやかな児童コーナーをあたたかく見守ってくださいますようお願い
お客様へお願い
いたします。また、テスト導入につき、アンケートへのご協力をお願いいたします。
１
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こどもの本

『図説デザートの歴史』

どそ大生
これ切き
かはな物
らど水に
来ん。と
るな っ
のも て
？の
で

長田 弘／作，荒井 良二／絵
講談社,2019.08 ［Ｅ ミ］

今
月
の
展
示

一般書

ジェリ・クィンジオ／著
新刊紹介
原書房出版,2020.01
［383.8 ス］
食事の最後の甘い
至福、デザート。その歴史は意
外に短い。香辛料との深い関係、
デザート誕生の背景、産業革命
とデザートの進化など、デザー
トの奥深い歴史を楽しいエピ
ソードと共に紹介する。カラー図
版も多数収録。

どんな ものより すきとおってて どんな いろも
してないのに どんな いろにでも なれるもの-。
長田弘と荒井良二の二人が紡ぎだす、やわら
かい文体と美しい色調が織りなす絵本。

『水の絵本』
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華やかでおいしいデザートの意外な
歴史を大紹介。

『1964東京の記憶』
JTBパブリッシング, 2020.02 ［780.6 セ］

１９６４年に開催された
東京オリンピックの本を
読んでみませんか？

あたらしく
とどいた
こどもの本

初めてアジアで開催された
1964年の東京オリンピック。94
の国・地域から5133人の選手
が集まった世紀の祭典の開会式
から閉会式までを当時の写真と
ともにガイドする。競技会場、活
躍選手のコラム等も収録。

児童カウンター横

あたらしいきせつに。
児童丸テーブル

カラーで見やすい！

この一行にすくわれる！！

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

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34回目は「子育てタイム」について

図

全国の図書館で「あかちゃんタイム」「キッズタイム」という事業が行われているのを
雑書
ご存知ですか？ 「あかちゃんが泣くから」「こどもがはしゃいでしまうから」と来館を
談館
遠慮されてしまっている子育て世代の方々が、気兼ねなく図書館を利用できるよう、
日員
図書館側が「あかちゃん優先」の時間を設定する取組みです。
記の
苫小牧市立中央図書館でも、3月末に「子育てタイム」をテスト導入予定です。 図書
館は生涯学習の要所です。あかちゃんからご年配の方まで幅広い世代の方々が利用
されます。もちろん、利用する上でのマナーは必要です。でも、活字離れが懸念されるいま、あかちゃんが生
まれて初めて訪れた時から図書館がやさしい環境であることも大切なことではないでしょうか？ あかちゃん
も大切なお客様です。そして、みんなあかちゃんだったんです。どうぞ、ちいさなお客様をあたたかい目で見
守ってくださいますようお願いたします。
また、子育て世代の方には、「子育てタイム」実施日以外の開館時間でも、まわりに気兼ねすることなくよみ
きかせができ、おむつ替え等もできる「おはなしコーナー」もございますので、どうぞお子様と一緒にご来館
してくださいね。
２
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[2階]

① 『 希望の糸 』
東野 圭吾／著 講談社（１3２件）

予約
ベスト

② 『 平場の月 』
朝倉 かすみ／著 光文社(93件)

参考・郷土資料室

今
月
の
展
示

５

③ 『 落日』
湊 かなえ／著 角川春樹事務所(92件)

④『そして、バトンは渡された』
瀬尾 まいこ／著 文藝春秋（81件）

⑤ 『 ライオンのおやつ』
小川 糸／著 ポプラ社(80件)

1階ガラス展示

土木遺産
～苫小牧港・勇払基線・山線鉄橋～
２階ガラス展示

アイヌのことば
資料室入口前展示

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込
またはインターネット予約をお願い致します。

ウポポイ
オープン迄
延長

北海道のアイヌ語地名

※２月２０日集計分

一般書・ＹＡ

完結を前に1～14巻を
ご寄贈いただきました。

今月の展示

北海道の酪農家出身の
著者が贈る青春酪農マ
ンガが遂に完結！八軒た
ちエゾノー生が様々な苦
悩や困難を乗り越え、成
長し、未来へ向かう姿を
描く。

検索機前展示

もうすぐ最終回！スカーレット
陶芸特集
新刊棚横展示

いま一度 接客＆ビジネスマナー

『銀の匙 Silver Spoon』
荒川 弘／著 小学館 2020.02
［726.1 キ 15]

ＹＡ展示

※館外貸出ではなく、館内閲覧
対応にご協力ください。

知っていますか？
お釈迦さまの誕生日

レ
小フ
ァ
噺レ
ン
10 ス

郷土資料
参考資料

新刊紹介

「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。

今回は、卒業式でも歌われる「校歌」についてのレファレンスです。
「北海道工業高等学校」の校歌・応援歌を見たい……というご依頼をいただきました。
現在の校名である「北海道科学大学高等学校」（平成２８年に校名変更）のＨＰの「学校案内」で校歌を見
ること・視聴することができます。
また、道内の学校要覧なども収集している北海道立図書館から、『北海道工業高等学校案内』（Ｈ２年刊）
『北海道工業高等学校要覧』(Ｈ１２年刊)をお借りして、提供いたしました。
今回の調査では、掲載がなく提供できませんでしたが、当館には『北海道高等学校校歌全集（全8集） 』
『苫小牧校歌集』を所蔵しており、すべてではありませんが苫小牧市内の幼稚園・小中高等学校の
校歌を知ることができます。
［参考資料］ 『北海道高等学校校歌全集』 月刊クオリティ・北海道メディア研究編[Ｈ７６７．６ ホ 1～8]
『苫小牧校歌集』苫小牧教育研究所／編[HＴ767.6 ト]
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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）
1日

14時～

中止

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 26 27 28
休館日

29 30 31
👶

休館日

休館日

【休館日】

毎週月曜日
最終金曜日
【開館時間】9:30～20:00

※３月開催予定の図書館主催イベントは、新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏
まえ、募集中及び、「広報とまこまい」で告知したものも含め、中止・延期を決断
いたしました。振替の時期については、後日告知いたします。みなさま、どうぞご
理解の程よろしくお願いいたします。

よみきかせ（にじのはし）
14日
11時～
28日

中止

１１時～・14時～ 中止

ストーリーテリング （おはなしオルゴール）
21日

14時～

よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）
15日
14時～
中止
赤ちゃんと楽しむ 絵本ひろば
10時～
20日

中止

ミニワークショップ
14日
14時～

中止

👶 子育てタイム（児童コーナーおしゃべり可）
29日
１０時～１４時

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

図書館ミニシアター
３月の上映はすべて中止いたします。

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
3/11 上映中止いたします。
3/25 『くろねこ・ルーシー』

邦画（107分） 安 めぐみ／[ほか]出演

気の小さい占い師・鴨志田賢は、妻・幸子と5歳の息子・陽と別居中。わびしく暮らすある日、黒猫のルーシーが現れ、2匹の
子猫を置き去りにする。イヤイヤ子猫の世話をするうちに、鴨志田の運勢は次第に上向きになり始める。
※3/25の上映は、コロナウイルスの感染拡大状況によっては中止も有り得ます。ご了承くださいませ。
※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

苫小牧市立中央図書館の感染予防対策
・手指消毒器を、２Ｆ自習室入口・２Ｆ参考郷土資料室入口の２ヵ所に増設いたしました。１Ｆ
正面玄関エントランス（風除室）にも設置してございます。こまめな手洗いおよび、手指消毒を
お願いいたします。
・館内に「苫小牧市からのお知らせ 新型コロナウイルスを防ぐには」「咳エチケット」のポスターを掲示し
てございます。内容をよくお読みになり、ご協力のほどお願いいたします。
・新型コロナウイルスほか感染症予防に伴い、お客様の安全と健康のため、職員はマスクを
着用することがございます。ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
４
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3月開催予定のイベントは新型コロナウイルスの感染現状を踏まえ、中止の可能性もございます。

「大人の社会科見学 ～ 図書館探検ツアー ～」

募集
日時
対象
受付

毎年大好評の図書館バックヤードツアー！ 普段は
見ることができない図書館の裏側をご覧ください。
３月28日（土） １3時30分～１4時30分
大人の方（定員15名・先着順）
３月1日(日)～ 中央図書館カウンターまたは ☎0144-35-0511
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「すごいぞ！はたらく知財 ～14歳からの知的財産入門～」
案内
日時
対象
会場
受付

雑誌リサイクル市

対象
会場

る

ICT＆ソーシャルメディア活用講座

す

「すごいぞ！ はたらく知財 ～
14歳からの知的財産入門」の

3月25日（水） １3時30分～１5時30分
社編集局）と監修：桑野 雄一
苫小牧市内の中・高校生、学校関係者
郎氏（高樹町法律事務所）が、
2階講堂
当日、直接会場にお越しください（事前受付不要） お話してくださいます。

気になっていたアノ雑誌をＧＥＴ！

日時

著者：内田 朋子氏（共同通信

ＹＡ交流事業を初開催！ 中学生・高校生を
対象にトークイベントを行います。

3月21日（土）
9時30分～17時
※当日整理券の配布あり
状況によって入場制限あり
どなたでも
2階講堂

※お持ち帰り用のバッグを
ご持参ください

募集

募 集 「はじめてのiPad」

2020年

図書館のｉPａｄでデモンストレーションを行う
初心者向けの講座を開催！
日時
対象
会場
受付

3月18日（水） 10時～12時
18歳以上（定員8名･先着順）
2階研修室
3月1日(日)～

「和綴じをやってみよう！（初級編）」
オリジナルの和綴じのメモ帳をつくるワークショップ。
日時 3月20日（金） １３時30分～１5時
対象 どなたでも（ 定員15名 小学3年生以下は保護者同伴）
受付 3月1日(日)～
会場 ２階研修室
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苫小牧市立中央図書館
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3月29日(日) 10時～14時は「みんなで楽しく子育てタイム（テスト導入）」
ちいさなお子さんがいらっしゃっても気兼ねなく図書館をご利用いただける取り組み「子育てタイム」を苫小
牧市立中央図書館でもテスト導入。 「子育てタイム」中の「児童コーナー」はいつもより楽しい♪ お友だ
ち同士おしゃべりしたり、親子で声を出してよみきかせを楽しんでください♡
当日は、いつもよりにぎやかな児童コーナーをあたたかく見守ってくださいますようお願い
お客様へお願い
いたします。また、テスト導入につき、アンケートへのご協力をお願いいたします。
１

