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「新型コロナウイルス緊急事態宣言」発出により、４月20日から２回目の「臨時休
館」となり、お客様にはご不便をおかけいたしました。みなさまのご配慮、ご協力に感謝
申し上げます。
4月1日からの通常開館に際し、中央図書館では、消毒液の設置、手洗いや咳エチ
ケット順守の勧め、館内・返却本の清拭、窓開け換気、閲覧席の制限や長時間滞在の
自粛要請などを行っておりました。これらは、再開館後も引き続き継続させていただき
ます。みなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご協力くださいますようお願
いいたします。また、再開館後も、読書や調べ物のために使う閲覧席を、座席数を制限
して開放していますが、こちらは個人での利用を前提としております。時節柄、グループ
学習・長時間の滞在はご遠慮くださいますようお願いいたします。
１日も早く、いつも通りの日常が戻ってくることが、待ち遠しいですね。

感謝

4月中旬、常連のお客様から「図書館で使ってください」と
消毒用品をご寄贈いただきました。マスクをはじめ、衛生用
品の入手が難しい中で、大変ありがたいことです。図書館
やご来館されるお客様に対する優しいお心遣い、ありがとう
ございました。再開館の際にはみなさまご利用ください。

新型コロナウイルス感染症対策への
ご理解ご協力ありがとうございます

告知

ぶっく･のーと 春夏編配布中

※500部限定 なくなり次第終了

図書館で本を借りた読書記録にもなる「ぶっく・
のーと」春夏編を配布中です。本を借りて、月ごとに
図柄が替わるスタンプをあつめてみませんか？ 1冊終わると記
念に賞状がもらえます。
［配布・お問い合わせ：児童カウンター］
図書館ご利用の団体様に嬉しいニュースがありました

［祝］2019年度 子ども文庫功労賞受賞「ピッピ文庫」さん
公益財団法人伊藤忠記念財団が、子ども文庫活動に20年以上取り組む人を対象にし
ている「子ども文庫功労賞」を、「ピッピ文庫」上田正一さんが受賞されました。受賞おめ
でとうございます。このおしらせは、読書活動をされている方の励みになると思います。
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［祝］苫小牧文団協創立50周年

［祝］はまなす読書会例会500回

苫小牧市の多くの文化芸術活動を行う団体が加盟
する苫小牧市文化団体協議会さんが、今年4月で設
立から50周年を迎えられ、『苫小牧文団協創立50
周年記念誌』が刊行されました。（設立当初は「苫小
牧市文化振興連絡協議会」）秋には『文学の歩み』
を発刊予定とのことで、楽しみにしています。これから
も、加盟各団体様の皆様の躍進をお祈りいたします。

当館で毎月活動されている読書サークル「はまなす
読書会」さんが、4月10日で通算活動記録500回を
迎えました。1977年4月に発足以来、40年以上活動
を続けていて、1991年には北海道読書推進運動協
議会より優良読書グループ北海道表彰、1998年に
は苫小牧市より苫小牧文化奨励賞を受賞されていま
す。これからも末永い活動を応援しています。

※「ぱぴるす」では、読書活動・文学活動に携わる団体様・個人の方の受賞・周年行事などの情報提供を随時お待ちしております。
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『ポスター芸術の歴史』
アートミュージアム，ミュシャ、ロートレックから
シュルレアリスムまで

デイヴィッド・ライマー／著，
井上 廣美／訳
原書房,2020.02 ［727.6 ホ］

『てのひらに未来』
工藤 純子／作，
酒井 以／画
くもん出版2020.02
［913 テ］

未来なんてあたりまえに来るって思ってたけど-。
今だから考えたい平和のこと。中学生の琴葉と町
工場で働く少年・天馬。ふたりは
それぞれの家族の物語を知り…。
若いふたりの成長を描いた
あたらしく
物語。
とどいた
※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

今
月
の
展
示

時
代
の
流
れ
の
進中
化で
を生
遂ま
げれ
た、
ア
ポー
スト
タと
ーし
のて
魅鮮
力や
がか
満に
載

こどもの本

児童カウンター横

緑がいっぱい
児童丸テーブル

1890年代〜1930年代の美しいヴィンテージ・
ポスターを100点以上収録。ミュシャなど
のアール・ヌーヴォーやアール・デコ、
シュ－ルレアリスムなどさまざまな芸術
一般書
運動と印刷技術の発達を関連させて
新刊紹介 作品を解説する。

お菓子な本

※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36回目は「斉藤征義の宮沢賢治と詩の世界館」について

図
雑書
談館
日員
記の

４月１日に、王子町１丁目のバス停「駅通」前に「斉藤征義の宮沢賢治と詩の世界館」が
オープンしました。こちらは、２０１９年１月に亡くなられた詩人で宮沢賢治研究家の斉藤征義
氏の蔵書の中から賢治研究に関係するもの、斉藤さんご自身の著作も含めた詩に関係する
ものなどを保管・公開しています。賢治や詩についての蔵書はもちろん、館長丸山さんが丁
寧に整理したファイルの中には、賢治の弟・宮沢清六氏との間で交わされた書簡などもあり
ました。斉藤さんが手がけた賢治の絵本の挿画でおなじみの佐藤国男さんの版画や林楓舎のグッズ販売な
どもあります。「世界館」の所在地が「山線」を展示しているアカシア公園の南隣、というのもポイントですね。
斉藤さんを知る方や賢治ファンならずとも落ち着けるどこか懐かしい空間です。
斉藤征義の宮沢賢治と詩の世界館
［所在地］ 苫小牧市王子町１丁目6-11 グリーンカフェ1階
［開館時間］午前10時～午後5時（入館受付は午後4時30分まで）
［休館日］ 月曜・火曜日
［入館料］ 300円
２
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[2階]

予約ベスト

① 『 希望の糸 』
東野 圭吾／著 講談社（１2２件）

５

小川 糸／著 ポプラ社（96件）

③『 平場の月 』
朝倉 かすみ／著 光文社(87件)

④ 『 落日』
湊 かなえ／著 角川春樹事務所(84件)

⑤ 『 熱源』
川越 宗一／著 文藝春秋(81件)

今
月
の
展
示

『海鳴り』と『牛』
斉藤征義の宮沢賢治と詩の世界館開館
２階ガラス展示

･･･

こちらの本をお読みになりたい方は、カウンターへ予約
申し込み、またはインターネット予約をお願い致します。

参考・郷土資料室

1階ガラス展示

･･･

② 『ライオンのおやつ』

Vol.131

ネ―ピア姉妹都市40周年記念展示
アートデコシティネーピアと
苫小牧の姉妹都市･友好都市
資料室入口前展示

苫小牧文団協50周年のあゆみ

※４月20日集計分

一般書・ＹＡ
今月の展示
検索機前展示

ご要望が多かったビジネス系参考図書！
100版を重ねた銀行・会社年鑑

『帝国データバンク会社年鑑 100版』
帝国データバンク2019.10［335.0 テ 2020]

見て読んで楽しむ桜のすすめ

［各巻書名］

東日本Ⅰ、東日本Ⅱ、西日本Ⅰ、西日本Ⅱ、
索引、全国企業あれこれランキング

新刊棚横展示

樹木と人
ＹＡ展示

やってみよう！読んでみよう！

企業情報データベース「COSM
OS2」147万社の中から、有力・優
良企業14万社を厳選して掲載。各
企業の動向を捉えることができる
最新データが満載。

郷土資料
参考資料

新刊紹介

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

レ
小フ
ァ
噺レ
12 ン
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。２階レファレンスカウンターでお待ちしております。

「雨ニモマケズ」、「注文の多い料理店、「銀河鉄道の夜」…。幻想的でどこかあたたかい、
そんな数多くの作品を残した詩人・作家の宮沢賢治が、ここ苫小牧を訪れていたことは
ご存知でしょうか。苫小牧民報さんの記事や、「賢治ウォーク」というイベント、当館で展示を行った際に、「本
当？」と聞かれることもありますが、賢治手書きの「修学旅行復命書・抜萃」にも来苫のことが書かれています。
1924年（大正13年）5月、岩手県の花巻農学校で教師として勤めていた賢治は、修学旅行の引率として
北海道に来ており、函館、札幌、小樽を巡って苫小牧で一泊、王子製紙苫小牧工場を見学しました。修学旅行
中に詠んだ詩の中に『海鳴り』『牛』の作品があります。牛と牧場と、相反する工場群を抱く当時の苫小牧で、
誰もが知る文豪が作品を残していたと考えると、なんだか不思議な心持になりますね。
〔参考資料〕 ①『<新>校本宮澤賢治全集 第3巻、第14巻』（918.68 ミ 3-1、3-2、14-2）
②『とまこまい牛、馬、獣医師ものがたり』（HT649.0 ト）ほか
３

令和２年5月1日

日

月

苫小牧市立中央図書館報

火

木

水

【休館日】 毎週月曜日・最終金曜日
【開館時間】9:30～20:00
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イベントカレンダー
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休館日

17 18 19 20 21 22 23
休館日
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休館日

31

おはなし広場（図書館スタッフ）

よみきかせ（にじのはし）
9日
11時～
23日

11時～・14時～

中止

ストーリーテリング （おはなしオルゴール）
16日
14時～
中止
よみきかせ（苫小牧こどもの本の会）
17日
14時～
中止
赤ちゃんと楽しむ 絵本ひろば
15日

休館日

中止

3日

10時～

中止

4月30日時点での予定です。緊急事態宣言の延長など
により変更の場合がありますことをご了承ください。

館内掲示・「ぱぴるす」４月号・広報とまこまい5月号などで告知いたしました「雑誌リサイクル市（5月2日）」
ならびに「図書館文化セミナー（郷土講座）（5月30日）」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期、「お
はなし広場（5月3日）」・よみきかせ・ストーリーテリング・ミニシアター・ナイトミニシアターは中止いたします。
楽しみにしていてくださった方には申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス対策で、楽しみにしていたイベントの中止・延期が続く中、おうちでの生活を楽しむヒ
ントになるよう読書支援・学習支援、親子遊びを応援するためのコンテンツやリンク集を紹介します。
• 苫小牧市電子図書館
※現在は、初回利用に先立ち、中央図書館で利用登録を行い、ＩＤとパスワードの発行を受ける必要があり
ます。（図書館利用カードでの電子図書館利用開始について、予定を繰り上げ準備中です。お待ちください）
https://www.d-liblary.jp/toma/
•
道立図書館おうちライブラリー
http://www.library.pref.hokkaido.jp/web/news/vmlvna000000d77j-att/vmlvna000000d7an.pdf
※出版社のみなさんも、おうち時間を応援するコンテンツを考えてくれています。
掲載許可の連絡がついた一部出版者様のものをお知らせします。在宅勤務の中、
突然の連絡に対応していただき、ありがとうございました。

• 小峰書店（黒川みつひろさん先生の「恐竜ぬり絵」が無料でダウンロードできます！
komineshoten.co.jp/oshirase/info.php?id=789

•

福音館書店 おうち時間を楽しむコンテンツまとめサイト
https://www.fukuinkan.co.jp/detail_contents/?id=73

•

福音館書店 『ぺんぎんたいそう』動画
https://www.fukuinkan.co.jp/detail_page/penginexercises.html

「恐竜トリケラトプスとあくまのもり」
黒川 みつひろ／作・絵
小峰書店,2020.03

• 「親子時間」を楽しむ子育て情報誌kodomoe（コドモエ）WEB
休園・休校中に楽しもう！ノラネコぐんだんのおいしいぬりえ［無料ダウンロードできます］
https://kodomoe.net

親子でおうち生活を楽しむヒント
４

