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6月１３日（土） １4時00分～１5時30分
一般の方

日 時
対 象

30名 申込順定 員

前苫小牧駒澤大学客員教授・林先生の長年の研究テーマである
「浦島伝説」の魅力を語っていただきます。

6月2日(火)～ 中央図書館カウンターまたは☎0144-35-0511受 付

募 集

2020年6月3日（水）から、図書館利用カードで
電子図書館を利用できるようになります

https://www.d-library.jp/toma/g0101/top/

苫小牧市電子図書館

電子図書館ご利用案内

苫小牧市電子図書館は、「図書館利用カード」をお持ちの方で、OPAC・インター
ネット予約に利用できる「パスワード」を受け取り済みの方に、ご利用いただけます。

※図書館利用カードをご登録いただけるのは、苫小牧市に在住・在学・在勤なさる方、東胆振にお住まいの方などです。
詳しくは、中央図書館までお問い合わせください。

おひとり様３点まで、貸出期間は２週間です。（期間経過後は自動返却となります。途中返却も可）

電子図書館ご利用方法

苫小牧市電子図書館トップページのログイン画面にＩＤとパスワード
を入力してください。
６月３日から、「図書館利用カード」の１０桁の数字をＩＤとしてご

利用いただけます。

※詳しいご利用方法は、電子図書館ホームページの右上にある「ご利用ガイド」をご覧ください。

いますぐ、
苫小牧市電子図書館を
ご利用いただけます。

☻苫小牧市立図書館の利用
カードをお持ちで、OPAC・
インターネット予約に利用
できる「パスワード」をお
持ちの方

▼

中央図書館・コミセン
図書室のカウンターで
「パスワード」発行の
手続きをしてください。

☻苫小牧市立図書館の利用
カードをお持ちで、OPAC・
インターネット予約に利用で
きる「パスワード」を受け
取っていない・「パスワー
ド」を忘れてしまった方

▼ 中央図書館・コミセン
図書室のカウンターで
「図書館利用カードの
登録」の手続きをして
ください。

☻苫小牧市立図書館の利用
カードをお持ちでない方

▼

※移行期間中（当面の間）は、以前の「ｔｍ〇〇〇」という形式のＩＤもご利用いただけます。

『浦島伝説の展開』
林晃平／著 おうふう
2018 ［HT910.2 ウ］

“ステイホーム”で注目度急上昇中⤴の電子図書館が利用しやすくなります

図書館文化セミナー「浦島伝説 その魅惑の世界を語る」

２階講堂会 場

https://www.d-library.jp/toma/g0101/top/
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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37回目は「休館中の図書館」について

新型コロナウイルスの影響により、当館では感染拡大防止のため、図書館を休館する対
応をとってまいりました。休館中はスタッフによる書架整理や棚の見出しの刷新など、
再開館に向けての準備を進めていました。
また、各カウンターに飛沫感染防止のビニールカーテンの取り付けや、中央館に設置
されているブックシャワー（図書消毒機）のご案内など、コロナウイルスの対策を図書館の
ブログにてお知らせしています。

（http://tomakomai-library.hatenablog.com/）
ブログでは、他にも一般カウンター・児童コーナー・２階参考郷土資料室の各フロアから、それぞれ情報を
発信しています。
休館中に届いた新着図書のお知らせや予定しているイベントの告知など、随時更新してまいりますので、
是非ご覧ください
今後も、利用者の皆様が安全にご利用いただけるようスタッフ一同準備を進めてまいりたいと思います。
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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

YA
新刊紹介

『ちいさなタグボートのバラード』
ヨシフ・ブロツキー／詩,東京外国語大学出版会, 
2019.11［Ｅ チ］

児童閲覧室（こどもの本）

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

Close so close ～惜しかった！
苫小牧選定図書候補次点展示～

なんでも食べて、
免疫力アップ

ぼくはタグボート。ぼくの仕事は、港に入ってくる
大型船を停泊させること。いつかぼくも、はるか遠
くの海へ行ってみたいけれど…。ノーベル文学賞
詩人ブロツキーが子どもたちのために書いた、ち
いさなタグボートの美しい物語。

『人生を１冊で
ふりかえる手作り

アルバム』
写真の整理は、こんなに楽しい!
藤井 千代江／著，
青春出版社,2020.04
［744.9 シ］

甲子園のテーマ曲「栄冠は君に
輝く」、ドラマの主題歌「君の名
は」、東京五輪行進曲「オリンピッ
ク・マーチ」など、多くの名曲を残
した古関裕而。国民に愛されるメ
ロディーを作り続けた作曲家の人
生をまんがで描く。

一般書

新刊紹介

『まんが古関裕而
ものがたり』

名曲でふりかえる「昭和」と
オリンピック

内藤 誠／作，三代目仙之助／画
彩流社,2020.04 ［762.1 マ］

時系列ではなく、テーマ別に
楽しく分類する「いろはアルバ
ム」と、世代を超えて思い出を
残す「家系の写真集・千代」の
作り方を紹介。写真プリントの
効用も解説する。コピーして使
える「いろはラベル」付き。

http://tomakomai-library.hatenablog.com/


リモート飲み会、しよ？

「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、「東小学校のビオトープって、いつからある？」というご質問について。
苫小牧東小学校のホームページによると、2004年7月造成開始とあります。北海道新聞
データベースで数件見つけた記事に同様の情報があり、「紙の街の小さな新聞ひらく」第18

号の特集記事の中にも造成開始当時のことにも少し触れられていました。
「ビオトープ」とは、近年ドイツで造られた言葉で、「生き物」を示す「ビオ」と「場所」を示す「トープ」からなり
ます。苫小牧東小学校ビオトープでは、勇払原野を再現し、動植物の自然の姿やふるさとの原風景に出会え
る中庭ビオトープを目標にして、造成、整備を行っているそうで、「全国学校・園庭ビオトープコンクール」で受
賞歴があり、2006年度から発信されている東小のブログには、ビオトープの記事も掲載されています。

〔参考資料〕 ①『ピーマン校長の泣き笑い あったかブログ★四季物語』高松雅弘／著（ＨＴ379.9 ヒ）

②『紙の街の小さな新聞 ひらく』第18号
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２階ガラス展示

資料室入口前展示

ＹＡ展示

おうちでハンドメイド

1階ガラス・検索機前展示

新刊棚横展示

① 『 希望の糸 』
東野 圭吾／著 講談社（１19件）

② 『ライオンのおやつ』
小川 糸／著 ポプラ社（96件）

③『 平場の月 』
朝倉 かすみ／著 光文社(85件)

③ 『クスノキの番人』
東野 圭吾／著 実業之日本社(85件)

⑤ 『 落日』
湊 かなえ／著 角川春樹事務所(82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

一般書閲覧室・ＹＡ

予約ベスト

５ ･

今
月
の
展
示･

今月の展示

北海道の海、川、湖沼で見られる全種
823種を掲載。カラー写真で詳しく
形態を解説。生態、分布、利用のほか、
レッドリスト情報も追加し、新しい
分類体系に従って科を再配列した
決定版。

『北海道の魚類
全種図鑑』

尼岡 邦夫／著
北海道新聞社
2020.4［Ｈ487.5 ホ]

カラー写真と詳説で北海道の魚類を網羅。
和名・学名ほか細分化された索引も収録。

やってみよう！読んでみよう！

※5月20日集計分

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

苫小牧文団協50周年のあゆみ

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより



日 月 火 水 木 金 土

1
休館日

2 3 4 5 6

7 8
休館日

9 10 11 12 13

14 15
休館日

16 17 18 19 20

21 22
休館日

23 24 25 26
休館日

27

28 29
休館日

30

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

図書館文化セミナー

図書館ナイトミニシアター

図書館ミニシアター

6/24『オペラの怪人』
洋画（93分） ネルソン・エディ[ほか]／出演

オペラ座交響楽団のバイオリン奏者だったエリック・クロー
ダンは、指が動かなくなり解雇された。それ以来、オペラ座
では次々と不可解な事件が起こっていく。サイレント映画で
1925年にロン・チェイニー主演で映画化された『オペラ座
の怪人』のリメイク。

6/21『マメシバ一郎 映画版』
邦画（58分） 佐藤 二朗［ほか］／主演

37年間無職のアラフォーニートの芝二郎は、相棒のマメ
シバ一郎と引きこもり生活を送っていた。そんな二郎を憂え
た叔父の重男は、「一郎のお友達探し」と偽って二郎にお
見合いをさせていたが、二郎は相手を怒らせてばかり。

6/7『世界一キライなあなたに』
洋画（110分） エミリア・クラーク[ほか]／出演

“ルー”ことルイーザの新しい仕事は、事故で車椅子生活
となった大富豪ウィルの介護と話し相手。希望を失っていた
ウィルに、ルーは生きる喜びを思い出させようと決意する。
次第に2人の心は思いもよらぬ形で変わってゆくが…。

6/14『トムとジェリーの大冒険』
アニメ（83分）

行方不明の父親を捜している少女ロビンと出会ったト
ムとジェリー。ロビンを助けることに決めたトムとジェリー
でしたが、意地悪なフィグおばさんと弁護士のリックブー
トに捕まり、ペット刑務所に入れられてしまいます。

6/10『笑う大天使(ミカエル)』
邦画（92分）

上野 樹里[ほか]／出演
突然の母の死で生き別れの大金持ちの兄と再会した
司城史緒が、心ならずも転入することになったのは挨拶
に礼儀作法、ゆったりまったりと流れる時間がまるで別
世界の超お嬢様学園だった。

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

6/28『おさるのジョージ』
アニメ（87分）

世界的ベストセラー絵本がついに映画化! ニューヨー
クの博物館で働くテッドがジャングルで出会ったのは、い
たずら好きのかわいい“おさる”。おさるのジョージの冒
険を描いた心あたたまるアニメーション。

４

令和２年6月1日 苫小牧市立中央図書館報 Vol.132

【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

7日 14時～

13日 11時～

27日 11時～・14時～

20日 14時～

21日 14時～

19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

13日 14時～15時30分


