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お知らせ 電子図書館に新刊が入っています！！

本を読んだ数だけスタンプを押していき、
３０個スタンプが集まったら、プレゼント
をお渡しします。
読書の秋に挑戦してみませんか？

〇電子図書館の利用方法

苫小牧市立図書館の利用カード登録と、パスワードを設定していれば、
そのカード番号とパスワードで電子図書館も利用いただけます。
苫小牧市電子図書館 https://www.d-library.jp/toma/g0101/top/

イベント

１１月７日（土） 1０:30～１２：００実施日時

４０名 事前申し込み定員

苫小牧駒澤大学
特任教授 高澤秀次先生 講演会

苫小牧駒澤大学にて、日本近代文学・日本
近代思想史を研究されている高澤 秀次先
生に講演していただきます。

場所 苫小牧市立中央図書館 2階講堂

お知らせ

１０月1日（木）から配布開始期間

ぶっく・のーと 秋・冬編

配布場所 中央図書館 児童カウンター

受付 １０月２０日（火）から 中央館カウンターかお電話で受付

児童対象

9月に児童書新刊が500冊
以上入りました。
この機会に絵本、児童書の
新刊を手に取って、電子図
書館を体験してみませんか？
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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4１回目は「図書館のホームページ」について。苫小牧市立図書館では、
インターネット上にホームページを作成し、様々なサービスを提供しています。 図

書
館
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記
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丸テーブル展示 9/26-10/17

ガラスケース展示・児童本棚展示

あたらしく
とどいた
こどもの本

『ひみつだからね』
軽部 武宏／作 偕成社,
2020.08 ［E ヒ］

児童閲覧室（こどもの本）

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

太郎さんの本棚

みんな、おめでとう

だれも知らないひみつの場
所でくさぶえをふくとね、タヌ
キの電車がやってくるんだ
よ! 道に落ちているものや
些細なできごとを、自分だけ
のとくべつななにかに変え
てしまう、すべての子どもが
もっている魔法の力を描く。

『ほぼ日手帳公式ガイ
ドブック 2021』
ほぼ日刊イトイ新聞／編著，
マガジンハウス,2020.0８
［００２.７ ホ ２０２１］

AI時代にはなくなる仕
事以上に新しい仕事が
生まれ、それらが花形職
業になる。プロゲーマー
(eスポーツ)、ユーチュー
バー、Webライター、
データサイエンティストな
ど、AIに負けない45の
職業を紹介する。

一般書

新刊紹介

『21世紀の新しい職業図鑑』
武井 一巳／著 秀和システム、2020.0８
［３６６．２ ニ］

人気手帳「ほぼ日手帳2021」
の仕様を細部まで徹底解説。「ほ
ぼ日手帳2021」全ラインナップ、
みんなのほぼ日手帳の使い方や、
さまざまなたのしみ方、歴代カバー
大全なども収録。

想像力でひみつをたくさんつくろう。
毎年出るガイドブック。手帖を選ぶのは悩ましく
も楽しいですね。

これから職業選択をする人もしない人も読んで
ほしい１冊です。

イメージしやすい機能としては、本の検索・予約や、イベントのお知らせなどがあります。
しかし、図書館ＨＰの機能はそれだけではありません。図書館からの様々な情報を発信
する場所でもあります。

実は、今年の9月から図書館ホームページに、新しい情報発信ページが追加されました。
その名も『とまチョップの苫小牧さんぽ』です。苫小牧のマスコット とまチョップと一緒に、苫小牧市に関係す
る色々なテーマを知っていくページとなっています。
苫小牧について書かれた本はたくさんあるのですが、そのほとんどは大人向けに書かれたものです。
児童のお客様が苫小牧について調べようとすると、ちょうどよい資料が中々見つからない、という問題があり
ました。そこで、郷土の情報を児童の方もわかりやすくまとめてお知らせしよう考えた結果、新しいページが
つくられることになりました。
9月時点では『苫小牧の姉妹都市と友好都市』『折居彪二郎』の2テーマを公開しています。今後も公開
テーマを増やしていきますので、ぜひ一度ご覧になってください。

丸テーブル展示 10/18-10/29

ボローニャ国際絵本原画展



神無月の神さま
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２階エントランス展示

インスタグラム 10周年！！

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（122件）

② 『少年と犬』
馳 星周／著 文藝春秋（120件）

③『流浪の月』
凪良 ゆう／著 東京創元社(101件)

④ 『家族じまい』
桜木 紫乃／著 集英社（86件)

④ 『希望の糸』
東野 圭吾／著 講談社(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

５ ･

今
月
の
展
示･

今月の展示

北海道農業に大きな被害をもたらす、エゾシカ、カ
ラス、ヒグマなどの野生鳥獣。その生態や行動、被
害防除技術の研究者らが、農業者の手助けになる
よう、問題が起きる背景や原因を解説し、正しい対
策を立てるための情報を提供。

『鳥獣害を知って防ごう』
間野 勉／監修 北海道協同組合通信社
2020年7月 ［H 615.8 チ]

彼らはおいしいものをストレスなく楽をして
手に入れようとする。

※９月20日集計分

北海道の遺跡

※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。
先日、苫小牧の『浜線』についてのお調べものがありました。苫小牧は過去に、支笏湖
方面と市内を運航していた王子軽便鉄道『山線』がありました。今回の依頼の『浜線』は、
苫小牧から佐瑠太（現在の日高町門別）を走っていた苫小牧軽便鉄道のことを指します。

通称の由来はわかりやすいもので、苫小牧と日高方面の海岸沿いを走っていたため『浜線』だそうです。

もともとは伐採した木材などを輸送することを目的としていて、明治42（1909）年に苫小牧－むかわ間に
レールが引かれました。ちなみにこの時点では機関車ではなく、馬がレールに沿って馬車を引っ張る馬車軌道
だったそうです。その後蒸気機関車への変更と、佐瑠太への線路延長が行われます。線路は徐々に延長され
ていき、最終的に日本政府が線路を買い上げたことで、昭和2（1927）年に国鉄日高線となります。あいにく、
2016年の台風被災で、鵡川から様似方面の路線は廃線となりましたが、明治時代から北海道の
産業を支えた鉄道路線の一つです。

[参考資料〕 ①『苫小牧地方交通史』 堀江 敏夫 （HT682.1 ト）
②『胆振見聞録 2011年秋号 vol.30』 （290 イ）

レ
フ
ァ
レ
ン
ス

小
噺
17

参考郷土室入口前展示

苫小牧市民憲章 三十五周年



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5
休館日

6 7 8 9 10

11 12
休館日

13 14 15 16 17

18 19
休館日

20 21 22 23 24

25 26
休館日

27 28 29 30
休館日

31

図書館ナイトミニシアター

図書館ミニシアター

10/28『リザとキツネと恋する死者たち』

洋画（９８分）モーニカ・バルシャイ／出演
日本の恋愛小説と、彼女だけに見えるユーレイ日本人歌手
“トミー谷”が心のよりどころのリザ。30歳の誕生日に住み
込み先の元日本大使未亡人に許可をもらい、素敵な出会
いを求め外出している間に未亡人が殺害されてしまう!

10/18のミニシアターはお休み
します。

10/11『母をたずねて三千里』
アニメ（90分）

１976年、1年間に渡って放映された名作の編集版。アル
ゼンチンへ出かせぎに行ったまま、連絡の途絶えたお母さ
んを訪ねようと、少年マルコはたったひとりでイタリアのジェ

ノバを旅立ちます。

10/14『富士ファミリー』
邦画（８７分）薬師丸 ひろ子／出演

富士山のふもとにあるコンビニ「富士ファミリー」には美人
三姉妹がいた。年の瀬もせまったある日、笑子バアさんの前
に死んだはずの次女・ナスミが現れ、あるメモを見つけてほ
しいと言う。このメモをきっかけに騒動が起こる。

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

10/25『がんばれ!ルルロロ
ふたりっていいね』

アニメ（２５分）

絵本「くまのがっこう」シリーズから生まれたテレビアニメ。
ふたごの女の子ルルとロロがきょうもおしごとにチャレン
ジします。「これはなんのかぎ」「ながれぼしさんにおね
がい」など全4話収録。
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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

10/4『教誨師』
邦画（１１４分）大杉 漣／主演

牧師の佐伯は、着任したばかりの教誨師。佐伯は一癖も
二癖もある6人の死刑囚に寄り添いながらも、彼らが心
安らかに最期を迎えられるよう導くのは正しいことなの
か苦悩する。そんな中、ある受刑者に死刑執行の命が下
された。

スタッフおはなし会
４日 １４：００～１４：２０

よみきかせ（にじのはし）
１０日 １１：００～１１：３０
２４日 １１：００～１１：３０

１４：００～１４：３０

赤ちゃん絵本ひろば
１６日 １０：００～１０：３０

ストーリーテリング（おはなしオルゴール）
１７日 １４：００～１４：３０

図書館文化セミナー 「太郎さんがきました」
１８日 １３：３０～１５：００

図書館ミニシアター
毎週日曜日 １３：３０～

図書館ナイトミニシアター
第２・第４水曜日 １７：４５～


