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お知らせ

今年も市内小学校の児童たちが作ってくれた作品
の展示を行います。児童たちの力作をぜひご覧に
なってください。

第48回読書感想画コンクール入賞作品展示
期間

１０月３1日（土）～11月８日（日）

場所

中央図書館 ２階エントランス

第6回図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品展示
期間

１１月２1日（土）～11月2９日（日）

場所

中央図書館 ２階エントランス

イベント

うちどくパズル
家族がでてくる絵本を借りて、とま
チョップのジグソーパズルを完成させ
ましょう。1冊で1ピース、5ピースで
完成です。

１０月３1日（土）～11月26日（木）
期間
児童
対象
配布場所 中央図書館 児童カウンター

イベント

大人の社会科見学～図書館探検ツアー～

普段は入れない閉架書庫見学や、簡易な業
務体験を体験できます。
大人の社会科見学に挑戦してみませんか？
実施日時

１２月１２日（土） 1３:30～１４：３０

定員

１０名

受付

１１月２４日（火）から 中央館カウンターかお電話で受付

場所

苫小牧市立中央図書館

事前申し込み
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あたらしく
とどいた
こどもの本

シンプルなモノクロドローイングを
軸に、広告、出版、ファッション、プ
ロダクトなど幅広い領域で活躍す
るイラストレーター、Noritake。デ
ビューから現在に至るまでの仕事
を圧倒的なボリュームで収録した
初作品集。

強くて賢いオオカミ王、
これはほんとにあった話

『あべ弘士の
シートン動物記』
E.T.シートン／原作，
あべ 弘士／文・絵
学研プラス,2020.0７
［E ア １］

一般書

新刊紹介

『WORKS』
Noritake／著
グラフィック社,2020.04
［727.0 ワ］

アメリカのカランポー平原に、牧場をあらしまわ
る強く大きなオオカミがいた。名前は、ロボ。どん
なわなも見やぶるロボの、たったひとつの弱点と
は? 人間との戦いを通して、オオカミたちの強く
気高い生き様を描いた名作

ぜったいどこかで見たことある！一度見たら忘
れない！

『戦国の図書館』

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

新藤 透／著 東京堂出版、2020.0９
日本中に書籍が浸透し
［０１０．２ セ］
ていった戦国時代。戦国
大名が設置した文庫や、
公家は現在の図書館と
似たような活動を行って
いたと考えられる。戦国
大名らと公家、連歌師と
の書籍を通じた交流か
ら、「戦国の図書館」の
役割を読み解く。

児童閲覧室（こどもの本）

･･
･･

今
月
の
展
示

Vol.137

丸テーブル展示
うちどく
本棚展示
うちどく

戦国時代、武将や公家が図書館の仕事をやっ
ていた⁉ なんて‼

児童室窓展示
うちどく

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4２回目は「書店で売っていない本」について。
苫小牧市立図書館では色々なジャンルの本を幅広く集めるよう心がけています。
図書館の本は基本的に書店さんで購入しています。当然、新刊は書店さんに入荷しない
と買えないので、とにかく早く読みたい、という場合は図書館よりも自分の足で買いに行く
方が早く手に入ることがほとんどです。

図
雑書
談館
日員
記の

そんな形で図書館は本を集めていますが、実は世の中には販売されず、限定的に流通
する本もあったりします。2階の参考郷土資料室に多くありますが、苫小牧市役所や
北海道庁が発行する統計・報告書、学校や団体の○○周年記念誌、個人の方や文芸団体などが配布分だ
け刷った記念誌など、種類は様々です。変わり種では小学校の給食献立表のように一部の機関や団体内で
しか配布されない資料などもあります。
売られている本は様々な事情から絶版となることがあります。それでも書店で販売・流通している本は入手
チャンスがそれなりにあります。しかし、これらの非売品・配布資料は入手の機会がより少なく、保存されない
まま世の中から消えていくことも少なくありません。書店では出会えない資料を図書館で探してみるのは
いかがでしょうか。
２
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[2階]

予約ベスト

① 『少年と犬』

５

② 『クスノキの番人』
東野 圭吾／著 実業之日本社（１１８件）

③『家族じまい』
桜木 紫乃／著 集英社(９８件)

④ 『流浪の月』
凪良 ゆう／著 東京創元社(９３件)

･

馳 星周／著 文藝春秋（120件）

Vol.137

２階エントランス
１階ガラスケース展示

北海道

冬の自然・動物

参考郷土室入口前展示

道内の市民文芸ならべてみた

･

今
月
の
展
示

参考・郷土資料室

⑤ 『希望の糸』
東野 圭吾／著 講談社(７７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

※10月20日集計分

新刊紹介

一般書閲覧室・ＹＡ
今月の展示

『検証ブラックアウト』
北海道新聞社／編 北海道新聞社 2020.０８
［H ３６９．３ ケ]

検索機前展示

この一文にひとめぼれ

記憶が記録になる前に～あの時、何が起
こっていたのか振り返る

新刊棚横展示

2018年9月6日未明、北海道を襲った震度7の
「激震」。地震による全域停電=ブラックアウトはな
ぜ発生し、人々はどう動き、企業や行政はどう対応
したか、その経験を語り継ぐ。『北海道新聞』連載
を再編集して単行本化。

科学道100冊 2020
ヤングアダルトコーナー展示

冬ごもり読書

レ
小フ
ァ
噺レ
18 ン
ス

スタッフオススメ本

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

「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。今回は時期を問わずよく聞かれる『昔の苫小牧のことを調べたい。』という
お問い合わせについてお話します。このお問い合わせはよく来るのですが、同じ「昔の苫小
牧」という言葉でも、皆様捜している内容が違う質問とも言えます。

一番多いのは昔の苫小牧の「地図」をお探しの場合です。過去にゆかりのあった地域を調べる場合や、特定
の土地を時系列で確認したいという場合は、「ゼンリン住宅地図」などをお勧めしています。また、似たお話と
しては昔の苫小牧の「風景」を見たいという場合もあります。こちらは当時の写真などが載っている本をお勧
めすることになります。『苫小牧記録写真集 第一部』などでお探しの地域・年代の写真を探しますが、まれに
『空から見た昭和30年代の苫小牧』のような空撮写真を使うこともあります。ありふれたものはわざわざ写真
に撮らないということもあり、探し物によっては非常に見つけづらい場合もあります。
当時ありふれていたものが、数十年経った後には貴重品にということもよくあります。お手元に残っている何
気ない写真や冊子が、貴重な「昔の苫小牧」の記録かもしれません。
[参考資料〕 ①『苫小牧記録写真集 第一部』 苫小牧郷土文化研究会（HT290.87 ト）
②『空から見た昭和30年代の苫小牧』 （HT291.17 ソ）
３
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日

月

火

水

木

金

土

イベントカレンダー

1

2

3

4

5

6

7

スタッフおはなし会
１日 １４：００～１４：２０

休館日

8

苫小牧駒澤大学特任教授 高澤秀次先生講演会
７日 １０：３０～１２：００

9 10 11 12 13 14

よみきかせ（にじのはし）
１４日 １１：００～１１：３０
２８日 １１：００～１１：３０
１４：００～１４：３０

休館日

15 16 17 18 19 20 21

よみきかせ（子どもの本の会）
１５日 １４：００～１４：２０

休館日

22 23 24 25 26 27 28

赤ちゃん絵本ひろば
２０日 １０：００～１０：２０
ストーリーテリング（おはなしオルゴール）
２１日 １４：００～１４：３０

休館日

29 30

図書館ミニシアター
毎週日曜日 １３：３０～

休館日

【休館日】 毎週月曜日・最終金曜日 【開館時間】9:30～20:00

図書館ナイトミニシアター
第２・第４水曜日 １７：４５～

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

図書館ミニシアター
11/1『ビリーブ』

11/8『動物の赤ちゃんドキドキ篇』

洋画（１２０分）フェリシティ・ジョーンズ／出演
1970年代、アメリカ。貧しい家庭に生まれたルース・ギン
ズバーグは努力を重ね、ハーバード法科大学院に入学。
夫の協力のもと首席で卒業するが、雇ってくれる法律事
務所はなく…。男女平等裁判に挑んだ、女性弁護士の
実話。

ドキュメンタリー（５８分）
全国の動物園・水族館で生まれたかわいい赤ちゃんたち。
赤ちゃんが誕生・成長してゆく様子をアルバム風に紹介し
ます。ドキドキ編は、ホッキョクグマのミルク、アフリカゾウの
砥愛、チンパンジーのゴウなどのお宝映像を収録。

11/22『がんばれ!ルルロロ
しあわせのおやつ』

11/15『吟選大落語名人会 第4巻』
演芸（６０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。第4巻は十代目鈴々舎馬風『男の井戸端会
議』、三代目三遊亭円歌『坊主の遊び』を収録。

アニメ（３０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。「やっぱりあげない」「ルルロロいろ」など全6
話収録。

11/29『僕たちと駐在さんの700日戦争』
邦画（１１０分）市原 隼人／出演
イタズラを仕掛けることに生きがいを感じていたママチャリたち7人。だが、容赦ないイタズラの奇襲攻撃をお見舞いし
てくる駐在さんの登場により、存在が脅かされることになる。そんなある日、仲間の一人である西条が入院し…。

図書館ナイトミニシアター

第2・第4水曜17時45分～
2階講堂･無料・申込不要

11/25『ココシリ』

11/11『健さん』
ドキュメンタリー（９５分）
日本が生んだ稀代の映画俳優・高倉健。彼が何を考え、ど
う行動し、何を成し遂げてきたか。マイケル・ダグラス、ジョ
ン・ウー、山田洋次、40年来の付き人等、国内外20人以上
の証言で綴られる知られざるスターの姿。
４

洋画（８９分）デュオ・ブジエ／出演
チベット最後の秘境の地「ココシリ」で、絶滅の危機に瀕す
るチベットカモシカの密猟者との闘いに命をかける山岳パ
トロール隊がいた。取材のため北京からココシリへやって来
た記者ガイは、パトロール隊との同行を許されるが…。
※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

