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お知らせ

10月18日（日） 13:30～実施日

先着 40名 一般対象定員

図書館文化セミナー
「太郎さんがきました」

受付 １０月１日（木）から 中央館児童カウンターかお電話で受付

イラストレーター・絵本作家の三浦太郎さんを
お招きして、絵本作りや海外での活動などを
お話しいただきます。

場所 苫小牧市立中央図書館 2階講堂

お知らせ

９月２６日（土） 13:30～１５：３０実施日

３０名 事前申し込み不要、直接会場へご来館ください定員

バリアフリー映画上映会
「天国からのエール」

見えづらい、聞こえづらい方も、一般の方
も楽しめる、字幕・音声ガイドのついた映
画上映会を実施します。

場所 苫小牧市立中央図書館 2階講堂

お知らせ

８月２９日（土）～9月２４日（木）展示期間

豊田市図書館との交換展示

８月２９日から愛知県豊田市の豊
田市中央図書館と交換展示を実施
します。
この機会にトヨタ自動車でご縁の
ある愛知県豊田市の様々な魅力に
触れてみませんか？

場所 苫小牧市立中央図書館 2階エントランス

邦画（114分） 阿部寛／出演
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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40回目は「図書館の展示」について。

図書館では本や雑誌などを、一定の基準で順番に並べて整理しています。これは、
資料を探すときに分かりやすいようにという図書館の工夫なのですが、中には例外的な
場所におかれている資料もあります。
新刊資料が代表になりますが、特定のテーマで一時的に資料をまとめてお見せする
展示中の資料たちです。文学賞や世間の注目テーマ、時事問題、年中行事などテーマの
選定理由は様々ですが、新しい本・新しい好奇心のきっかけになれば幸いです。

通常の展示は、閲覧室内で本棚やブックトラックを使ったものが多いですが、８月２９日から図書館内全体
を使った恐竜がテーマの展示を行っています。これは9月12日に予定している図書館文化セミナー「むかわ
竜を学ぼう」の開催に連動したもので、児童のお客様も、一般のお客様も関心を持っていただけるようにと
企画したものです。
その他にも例年冬に行っている俳句展示・川柳展示や、8月に行っていた縄文文化展示など、図書館以外
の団体との協力展示もございます。図書館にいらっしゃった際に、お時間に余裕のある時は館内の展示を見
ていただくと、新たな出会いがあるかもしれません。
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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

『南極のさかな大図鑑』
岩見 哲夫／文，廣野 研一／絵
福音館,2020.05 ［48 ナ］

児童閲覧室（こどもの本）

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

ジュラシックライブラリー

思わずうっとり
～装丁のきれいな本～

南極海は、世界で一番冷たい海。マイナス2度の
海で生き抜いてきた、スイショウウオ、ナンキョクカ
ジカなどの南極の魚たちの姿と暮らしをフルカ
ラーで紹介する。『月刊たくさんのふしぎ』から生
まれた本。

『とことん紙コップ
レシピ』
野出 正和／著，チャイルド
社,2020.0７ ［3７６．１ ト］

文具ライターとして活動
する著者が10年かけて
集めた万年筆インクの
一部を、色ごとに分類し
て掲載。定番ブランドの
人気色からご当地限定
のインクまで、約700色
のインクを紹介する。折
込みの色見本帖あり。

一般書

新刊紹介

『美しい万年筆のインク事典』
武田 健／著 グラフィック社、2020.06
［589.7 ｳ］

2〜5歳児向けの紙コップを使っ
た工作あそびの本。いろいろな道
具を使いながら、あそびを通して
工作が好きになる20のアイデアを
紹介する。はさみの使い方と切り
方も掲載。コピーして使う型紙付き。

世界一冷たい海に
住むフシギな魚たち
が勢ぞろい！

家にあるもので簡単につくれる！おうち時間を
楽しみましょう♪

”肴町ほろ酔い””初恋””龍脳””シンデレラウ
ミウシ”……どんな色か気になりませんか？
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２階エントランス展示・
資料室入口前展示

ジュラシックライブラリー

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 『少年と犬』
馳 星周／著 文藝春秋（106件）

③『流浪の月』
凪良 ゆう／著 東京創元社(96件)

④ 『希望の糸』
東野 圭吾／著 講談社（93件)

⑤ 『ライオンのおやつ』
小川 糸／著 ポプラ社(86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

一介の町医者として市井の人びとに尽くし、晩年に
は、平等社会の実現を志して、北海道・陸別の開拓
に身を投じた幕末の蘭医、関寛斎。その波瀾の生
涯と不屈の信念を、多くの史資料および現地探訪
に基づいて描く。

『評伝 関寛斎』 合田 一道／著
藤原書店 2020.06 ［H289.1 セ]

人間すべての平等～理想郷を求め、全て
擲って挑んだ北海道開拓

※8月20日集計分

豊田市中央図書館交換展示

※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。
今回は苫小牧と災害についてのお調べものを紹介します。先日、「苫小牧市のハザード
マップを確認したい。」「苫小牧の災害記録を調べたい。」というお問い合わせがありま
した。近年は毎年のように大災害が発生しており、皆様の関心も高まっているのでしょう。

苫小牧市が発行している『苫小牧防災ハンドブック』でも地震・津波・風水害・土砂災害・火山災害を、備え
ておくべき災害として挙げています。どれも私たちの生活に大きな影響をもたらすものです。苫小牧でも最近
では2018年の胆振東部地震、2015年の台風被害、1978年の樽前山噴火、時代を下って1950年の水害
などが記録に残っています。
このような災害時にどうしたら被害を軽減できるか、どうしたら早く復興できるかという点について、日々研究
が更新されています。天災は忘れたころに…といわれますが、最新の情報を活用して備えておきたい
ですね。
[参考資料〕 ①『防災ハンドブック もしもの災害に備えて！』 苫小牧市 （HT518.8 ホ）

②『樽前山噴火史[複写資料]』 行政資料室[苫小牧市] （HT453.8 タ）



日 月 火 水 木 金 土
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6 7
休館日

8 9 10 11 12

13 14
休館日

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25
休館日

26

27 28
休館日

29 30

図書館ナイトミニシアター

図書館ミニシアター

9/23『ロング,ロングバケーション』
洋画（112分） ヘレン・ミレン／出演

元文学教師でアルツハイマー進行中のジョンと、末期ガン
の妻・エラは、夫婦水入らずで旅に出る。毎晩思い出の8ミ
リでこれまでの人生を追懐しながら、ジョンが敬愛するヘミ
ングウェイの家があるアメリカ最南端を目指す。

9/20『ローマの休日』
洋画（118分）グレゴリー・ペック／出演

欧州を歴訪中のとある国の王女アンは、ハードな日程のす
き間をついて、ローマの街へ飛び出します。髪を切ったり、小
さな買い物をしたり。ささやかな冒険の楽しみますが、そこ
で出会った新聞記者にほのかな思いを寄せたばかりに、思
いがけない展開へ進んでいきます。

9/13『あらいぐまラスカル』
アニメ（90分）

1977年、1年間に渡って放映された名作の編集版。動
物好きの少年スターリングは、森で母親を亡くしたあらい
ぐまの赤ちゃんを見つけ、「ラスカル」と名づけて大切に
育てることに。かわいいラスカルは人気者になりますが…。

9/9『東南角部屋二階の女』
邦画（104分）西島 秀俊／出演

父の借金のため祖父の土地を売ろうとした僕。理不尽な仕
事から逃れようと突発的に辞めてしまった後輩。仕事の不
安を結婚で解消しようとする彼女。取り壊し寸前のアパート
に集まった3人に、人生の先輩たちとの出会いが訪れる。

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

9/27『おしりたんてい 7
ププッみはらしそうのかいじけん』

アニメ（60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! 
おしりたんていのるすちゅうに、じむしょから「たまごプリ
ン」がぬすまれた。第21〜23話収録。

４

令和２年9月1日 苫小牧市立中央図書館報 Vol.135

【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

9/6『吟選大落語名人会 3巻』
演芸（80分）

究極の真打落語ここに極まる。当代随一の噺家たちが
夢の競演。春風亭正朝「宮戸川」、桂歌丸「城木屋」、初
代林家木久扇「昭和芸能史」、桂米丸「ジョーズ」、八代
目三升家小勝「蜘蛛駕籠」…など8人を収録。

スタッフおはなし会
６日 １４：００～１４：２０

図書館文化セミナー 「むかわ竜を学ぼう」
１２日 １３：３０～１５：００

よみきかせ（にじのはし）
１２日 １１：００～１１：３０
２６日 １１：００～１１：３０

１４：００～１４：３０

赤ちゃん絵本ひろば
１８日 １０：００～１０：３０

ストーリーテリング（おはなしオルゴール）
１９日 １４：００～１４：３０

よみきかせ（子どもの本の会）
２０日 １４：００～１４：３０

バリアフリー映画上映会「天国からのエール」
２６日 １３:３０～１５:３０


