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お知らせ

お知らせ

お知らせ

8月8日（土） 10:00～12:00実施日

本の貸出しについては、会場のスタッフへお声がけください。その他

実施日 8月2日（日） 10：00～14：00

会場 文化公園内図書館前広場
※雨天時は図書館2階講堂に移動

その他 本のご交換はお持ちいただいた本と同冊数での受付となり
ます。 ※最大10冊まで、百科事典はお受けできません。

本のばくりっこ市

青空こどもとしょかん

むかわ竜を学ぼう

会場 文化公園内図書館前広場
※雨天時は図書館エントランスにて開催

お知らせ

8月29日（土） 10:30～12:00実施日

先着３０名定員

図書館文化セミナー
「海外の図書館事情」

受付

実施日 9月12日（土） 13:00～ 開場 、13:30～ 開始

先着30名（一般・児童対象） 8月22日（土）から 中央館カウンターかお電話で受付受付

8月4日（火）から 中央館カウンターかお電話で受付

櫻井 和彦氏 （むかわ町穂別博物館館長）講師

図書館の用意した本と、お手持ちの本を交換
できます。

ボランティアさん、図書館スタッフのおすすめ本が公園に
ならびます。お外で読書を楽しんでみませんか？

筑波大学図書館情報メディア系教授 植松貞夫氏に、最新の
図書館事情を講演していただきます。

むかわ穂別で発掘されたカムイサウルスに
ついて櫻井館長にお話ししてもらいます。

会場 中央図書館２階 講堂

会場 中央図書館２階 講堂
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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39回目は「本以外の図書館資料」について。

図書館では販売されている本を中心に所蔵資料を集めていますが、実は本以外の
モノも資料として収集しています。今回はそういった本以外の図書館資料をご紹介します。

まずご紹介するのはポスター・配布物など。苫小牧に関連が深い物を中心にして
郷土資料として保管しています。現在、2階エントランスで展示中の港まつりポスターや、
スケートまつりポスター、他図書館の図書館だよりなどを保管しています。

次に紹介するのはカード類。近年、人物・ダム・マンホールなど様々なテーマがカード化されていますが、こ
れらの中で郷土にゆかりのあるものを中心に収集しています。これらは配布地域が全道・全国の場合が多く
コンプリートできることは稀ですが、収集可能なものはできる範囲で追いかけています。

他にも式典パンフレットや、博物館・美術館展示の解説案内など、図書という形では記録が残らないものも
資料として保管しています。なじみの深いものでは市内小学校の給食献立表などもあります。
今回紹介した資料は中央館にご来館いただければ、どなたでも閲覧可能です。是非一度見てみてください
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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

『パンダオリンピックたいそう』
いりやま さとし／作,講談社, 2020.05 ［E ハ］

児童閲覧室（こどもの本）

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

おはなしボランティアさんの
絵本箱

市内小・中学校図書委員さんの
おすすめ本

重量上げ、アーチェリー、平均台、サッカー…。いろ
んなスポーツ選手になりきる「オリンピックたいそ
う」を、パンダといっしょにやってみよう。「パンダた
いそう」シリーズ第5弾。

『テレワーク大全』
日経BP総合研究所イノ
ベーションICTラボ／著，日経
BP,2020.06 ［336.4 テ］

基礎から学べるタルトのレシピ集。生地、ガナッ
シュ、グラサージュ、フォンサージュといった生地/ク
リームの基本技法と、アグリュム、ショコラ・スフレな
ど、タルトのレシピ20種を、イラストや工程写真とと
もに解説する。

一般書

新刊紹介

『美しいタルトの
教科書』

メラニー・デュピュイ／レシピ&
解説，田中 裕子／訳
パイインターナショナル、2020.01
［596.6 ｳ］

どうすればテレワークをうまく導
入できるのか、注意点は何か、作
業効率を上げるポイントはどこに
あるのかを徹底解説。テレワーク
を使いこなす企業の実例、ビジネ
スチャットを駆使した業務改革の
進め方なども紹介する。

延期になったオリンピックを待つ間、パンダ
オリンピック体操に挑戦してみませんか？

テレワークの使い方と、自宅で働く難しさを
面白く解説。

タルト好きにはたまらない！あなたもきっと作って
みたくなる！



夏ってなんだか、冒険したい
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２階エントランス展示

資料室入口前展示

平和祈念展示

ガラスケース・検索機前展示

新刊棚横展示

① 『クスノキの番人』
東野 圭吾／著 実業之日本社（115件）

② 『希望の糸』
東野 圭吾／著 講談社（101件）

③『流浪の月』
凪良 ゆう／著 東京創元社(96件)

④ 『ライオンのおやつ』
小川 糸／著 ポプラ社(91件)

⑤ 『熱源』
川越 宗一／著 文藝春秋(75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

明治期に来日し、医療の傍ら北海道でアイヌ文化
を研究し、記録した英国人医師マンロー。彼が記録
した映画や写真資料で、アイヌの伝統的な儀式「イ
ヨマンテ」、道具や衣服、祈りなどの習俗を紹介する。

『映し出されたアイヌ文化』
国立歴史民俗博物館／監修，内田 順子／編
吉川弘文館 2020.03［H382.1 ウ]

明治以降、大きく変わりつつあった日常や
文化を 今に

※7月21日集計分

ポスターで見る
とまこまい港まつり

北海道と宮沢賢治

※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

自己責任でお読みください

「こんなこと聞いてもいいのかしら？」と聞かれることもありますが、レファレンスとは、一言で
いうと「調べもののお手伝い」のことです。遠慮なくお尋ねください。２階カウンターでお待ち
しております。
今回は夏らしく海とお祭りに関連するレファレンスをご紹介します。各地の民謡の歌詞を
調べている方から「苫小牧のホッキ音頭の歌詞を知りたい。」というご依頼がありました。

『ホッキ音頭』ですが、港まつりやスケートまつりで登場するため、皆様もよくご存知かと思います。正式には
『苫小牧ホッキ音頭』というタイトルで、町おこしグループ「ゆうべあ」の方々の発案によって作られました。
ホッキ貝が“市の貝”に制定された2002年7月20日のセレモニーで初お披露目となり、以降は市内のイベン
トなどで親しまれています。
お調べもののホッキ音頭の歌詞ですが、１～５番まである壮大なものになっていて、樽前山やウトナイ湖、苫小
牧港と海など苫小牧を象徴する情景を描いています。イベントでは踊りの方に目が行きがちですが、
歌詞の方に注目してみるのも面白いかもしれません。

〔参考資料〕 ①『北海道新聞 朝刊 2002年7月21日号』 北海道新聞社
②『ホッキ音頭を踊ろう！』 ゆうべあ/発行 ※CD資料



日 月 火 水 木 金 土

1

2 3
休館日

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17
休館日

18 19 20 21 22

23 24
休館日

25 26 27 28
休館日

29

30 31
休館日

8月のボランティアおはなし会、
赤ちゃん絵本ひろばはお休み
です。

図書館ナイトミニシアター

図書館ミニシアター

8/26『美しい夏キリシマ』
邦画（118分） 柄本 佑／出演

1945年8月、霧島を望む宮崎の農村。空襲で親友を見
殺しにした罪の意識から、毎日を鬱々と過ごす15歳の日高
康夫。厳格な祖父・重徳は、そんな康夫を罵る。ある日、彼
は思い切って死んだ友の妹・波に許しを乞いに行く。

8/23『おしりたんてい６
ププッやみよにきえるきょじん』

アニメ（80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! マル
チーズ所長から、秘密兵器「こしょうボール」を開発したと
電話がかかってきた。

8/16『ああ栄冠は君に輝く』
邦画（81分）松崎 謙二／出演

高校野球選手権大会歌「栄冠は君に輝く」を作詞した加
賀大介は、1914年に農家に生まれた。16歳の時、裸足で
野球をしていて右足指先をけが。それが原因で右ひざから
切断することになる。歌の誕生秘話と大介の家族の物語。

8/12『ANNIE』
洋画（118分） ジェイミー・フォックス／出演

NY、マンハッタン。NY市長候補のスタックスは、車にはねら
れそうになったアニーという少女を助ける。4歳で捨てられて
以来、横暴なハニガンが営む施設で暮らしているアニーを、
スタックスは選挙戦に利用しようと引き取る。

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

8/30『ナニー・マクフィーの
魔法のステッキ』

洋画（98分）エマ・トンプソン／出演

1年前にお母さんを亡くしたブラウン家の7人の子供た
ちは、イタズラばかりして、乳母を追い出していたが、ある
日一風変わった乳母マクフィーが現れる。彼女が床を杖
でひと突きすると、彼女の命令通りに体が動いてしまうの
だ。
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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

※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

8/9『ぼくの防空壕』
アニメ（45分）

真夏の公園で佇む老人、笠松雄介がゆうちゃんと呼ば
れていたころ、日本は戦争をしていた。出征していったお
父さんの戦死公報が届いても、信じられずに防空壕に駆
け込むゆうちゃん。すると壁の向こうからお父さんが現れ
…。

8/2の図書館ミニシアターはお休みです

本のばくりっこ市
２日 １０:００～

青空こどもとしょかん
８日 １０:００～１２:００

図書館文化セミナー
「海外の図書館事情」
２９日 １０:３０～１２:００


