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7月１日（水）～7月8日（水）

7月9日（木）～7月22日（水）

ぬりえ期間

展示期間

幼児～小学生対象

期間中に、児童書5冊以上を借りたお子様にブック
バードの塗り絵をお渡しします。色を塗ったブック
バードは児童コーナーで展示いたします。

期間中直接児童カウンターへ。受付

お知らせ
ブックバード

雑誌リサイクル市お知らせ

保管期間の切れた雑誌資料を皆様にお配
りします。
当日は９：００から整理券をお配りし、９：３０
から入場いただけます。
約１００タイトル、１1００冊を用意してお待ち
しております。

お知らせ クレヨンで図書館の窓に絵を描こう♪

図書館児童コーナーのガラス窓に大き
な絵を描いてみませんか？

7月１日（水） 9：30～ 先着順で受付

7月３１日（金） 13：00～16：00

受付期間

実施日

対象

お電話 0144-35-0511、または中央図書館カウンター受付

小学生と保護者様 ※先着3組様で定員となります

実施日 7月5日（日） 9：30～17：00

会場 中央図書館２階講堂

その他 お持ちいただけるのはお一人様 １０冊が上限になります。

受付 当日９：００から整理券を配布します。
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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38回目は「電子図書館」について

苫小牧市立図書館では紙の本の図書館とは別に、電子書籍の図書館も
運営しています。 『苫小牧市電子図書館』として、インターネットのホーム
ページで電子書籍を貸出しています。紙の本に比べるとまだまだ冊数も
少ないのですが、パソコンやスマートフォンがあればどんな場所でも本が
読める、重くないしかさばらない、等の独特な長所もあります。

電子図書館をご利用いただくには、市立図書館の利用者カードとパスワードが必要です。
ホームページでの本の予約などでパスワードを使われていた方は、そのパスワードがそのま
ま電子図書館でもご利用いただけます。
パスワードをお持ちでない方は、一度最寄りの図書館・図書室へおいでください。カウン
ターにてパスワードを発行しております。
この機会に電子書籍の読書に挑戦してみるのはいかがでしょうか。
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丸テーブル展示

児童本棚展示

あたらしく
とどいた
こどもの本

YA
新刊紹介

『「走る図書館」が生まれた日』
シャーリー・グレン／作，渋谷 弘子／訳,
評論社, 2019.1２［01ハ］

児童閲覧室（こどもの本）

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

むか~しむか~し…

ばけばけレストラン

図書館に来られない人がいるなら、図書館が車
で本をとどければいい! 「走る図書館」を考えつ
いたアメリカの司書、メアリー・レミスト・ティットコム
の生涯と、本にかけた思いを紹介します。

『愉快な青春が最高の
復讐！』
奥田 亜希子／著，
集英社,2020.05
［E オ］

10代のデジタル疲れを救う“世界
標準”のバイブル。ネットやSNSとの
安全な付き合い方、問題を起こすよう
な人と遭遇したときの対応などをわ
かりやすく解説する。ネットやSNSを
活用してできるよいことも紹介。

一般書

新刊紹介

『ネットとSNSを安全に
使いこなす方法』
ルーイ・ストウェル／著，
小寺 敦子／訳
東京書籍,2020.04
［007.6 ネ］

社会人になりスコールのよう
に降ってきた怒濤の青春&痛々
しくて直視できない過去の日記
の数々…。記録魔の小説家が
贈る、笑える自虐エッセイ。『青
春と読書』連載に書き下ろしを
加えて単行本化。

移動図書館の歴史が詳しくわかる本です！

青春を駆け抜けた、同期と呼びたい「友だち」
との思い出を綴る。

安全に使うためのネットマナーやルールを
確認してみましょう。

ガラスケース展示

むかしむかしの世界から
こんにちは



本を開いて海外気分♪

「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。

今回は苫小牧の夏の風物詩「港まつり」についてのご質問です。
質問の内容は「とまこまい港まつりについて、発祥や歴史を知りたい。」というものです。

残念ながら2020年度の港まつりは中止となってしまいましたが、①の資料によると、苫小牧の港まつりは昭
和31年（1956）に第1回目が行われています。ですがこれは「港まつり」という名前での1回目ということで、
その前身といえる「観光まつり」があったことも文中に触れられています。「観光まつり」は昭和25年（1950）
に開始とあります。ちなみに苫小牧港の開港は昭和38年（1963）ですので、港まつりの始めの数年間は
いずれ完成する港を期待しながらのお祭りだったとも言えますね。
歴史についての資料では②が興味深いです。観光まつりの立ち上げにかかわった方々の座談会や、
各回の特徴などが収録されており、当時のお祭りの様子が伺えます。

〔参考資料〕 ①「苫小牧市史 下巻」 苫小牧市／編（HT211.7 ト ２）
②「とまこまい観光の年輪 30年のあゆみ」 苫小牧観光協会／編（HT689.2 ト）

レ
フ
ァ
レ
ン
ス

小
噺
14

３

令和２年7月1日 苫小牧市立中央図書館報 Vol.133

２階エントランス展示

資料室入口前展示

学びタイム

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（109件）

② 『クスノキの番人』
東野 圭吾／著 実業之日本社（106件）

③『ライオンの糸』
小川 糸／著 ポプラ社(97件)

④ 『流浪の月』
凪良 ゆう／著 東京創元社(92件)

⑤ 『熱源』
川越 宗一／著 文藝春秋(81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
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今月の展示

収蔵標本数300万点、うち1万3千点が世界に1
つしかない「タイプ標本」である北大総合博物館。
植物から恐竜まで10分野から厳選した100の標
本をカラー写真で紹介するほか、博物学者列伝、
関連年表も収録する。

『北大総合博物館のすごい標本』
北海道大学総合博物館／編
北海道新聞社 2020.03［H069.7 ホ]

幼い頃に憧れて夢中になったものに、再び
出会えるかもしれない。

※6月20日集計分

ポスターで見る
とまこまい港まつり

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

ヤングアダルトコーナー展示

やってみよう！ 読んでみよう！



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6
休館日

7 8 9 10 11

12 13
休館日

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

雑誌リサイクル市

図書館ナイトミニシアター

図書館ミニシアター

7/22『奥さまは魔女』
洋画（102分） ニコール・キッドマン／出演

TVドラマ「奥さまは魔女」の主役に大抜擢された、新人女
優のイザベル。しかし彼女は、普通の恋に憧れて人間界に
舞い降りてきた、本物の魔女だったのです。秘密を隠したま
ま、イザベルはダーリン役のジャックと恋に落ち…。

7/19『きらきら眼鏡』
邦画（121分） 金井 浩人／出演

恋人の死を乗り越えられずにいた明海は、1冊の古本が
きっかけであかねと出会う。いつも前向きで笑顔のあかね
は、見たものぜんぶを輝かせる“きらきら眼鏡”をかけてい
るという。だが、彼女には余命を宣告された恋人がいて…。

7/5のミニシアターはお休みします 7/12『パペット・アニメーション
ムーミン谷の夏まつり』

アニメ（87分）
ムーミン谷のある夏の日。突然の火山噴火で谷は大洪水
に巻き込まれてしまいます。ムーミン一家は劇場に流れ着き
ましたが、ムーミンとスノークのおじょうさんが、皆とはぐれて
しまい…。ムーミン一家と仲間達の夏の日の大冒険。

7/8『カノジョは噓を愛しすぎてる』
邦画（117分） 佐藤 健／出演

天才サウンドクリエーター・小笠原秋は、女子高校生・小枝
理子に声をかけ、正体を隠したまま付き合い始める。ビジネ
スとしての音楽に嫌気が差していた秋は、理子の純粋な姿
に惹かれていくが、理子は天性の歌声の持ち主だった。

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

7/26『忍たま乱太郎の宇宙大冒険
withコズミックフロント☆
NEXT土星の段◆宇宙の果ての段』

アニメ（50分）

ときは戦国時代。一流の忍者になるため日々勉強中の
乱太郎・きり丸・しんべヱの仲よし3人組は、ある日、ひょ
んなことから宇宙の大冒険に出発する。宇宙科学番組
「コズミックフロント☆NEXT」とのコラボ、第4弾。全2話。
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【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

５日 整理券配布 ９時から
開始 9時30分から


