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accototo原画展
『そんなに みないで くださいな』

「ポポくん」シリーズなどを作った絵本作家
accototoさんの絵本原画を展示します。
合わせて12月に皆さんに描いてもらった
ぬり絵作品も展示していますので、そちらも
お楽しみください。
期間

１月５日（火）～1月２２日（金）

場所

中央図書館 １階カウンター前

イベント

す

本の手帖

2021年

1

2021年１月５日（火）から
期間
貼付式300部、書込式200部 先着配布
個数
配布場所 中央図書館 1階カウンター

王子軽便鉄道ミュージアム
開館１周年記念パネル展

月号

編集／発行
苫小牧市立中央図書館
指定管理者TRC苫小牧
グループ

山線湖畔驛

2021年1月をもって開館1周年となる、
ミュージアム山線湖畔驛から展示パネ
ルをお借りして特別展示を行います。
場所

中央図書館 １階エントランス

期間

2021年１月7日（木）～1月31日（日） 15：00
１

ぴ
る

毎年配布しております読書記録の
「本の手帖」、今年も配布いたします。
今年は書込み式と、レシート貼り付け
式の2種類ございますので、使いやす
い方をお使いください。

お知らせ

ぱ

〒053-0011
北海道苫小牧市末広町
３丁目１番１５号
TEL ０１４４-３５-０５１１
FAX ０１４４-３５-０５１９
✉info@tomakomai-lib.jp
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あたらしく
とどいた 『クジラが歩いていたころ』
ドゥーガル・ディクソン／作
こどもの本 化学同人,2020.10 ［45 ク］

『47都道府県・
名門/名家百科』
森岡 浩／著 丸善出
版,2020.10 ［288.3 ヨ］

生命が海から陸には上
がった瞬間、わたしたち
霊長類の祖先が木から
地上におりた瞬間…。こ
の地球の歴史は、すばら
しい物語に溢れている。
太古の世界にタイムス
リップし、驚きに満ちた動
物たちの進化をイラストと
ともに紹介。

一般書

新刊紹介

日本の歴史に多大な影響を及
ぼした名門/名家を47都道府
県ごとに徹底解説。公家、武家、
豪商、諸芸など、各ジャンルを
網羅し、そのルーツから現代ま
での系譜を読み解く。公家一覧、
索引付き。
47都道府県様々なテーマの百科本シリーズ新
刊！

動物たちの進化の道すじをリアルなイラストで
再現した図鑑登場！

『10代から身につけたいギリギリ
な自分を助ける方法』

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

井上 祐紀／著 KADOKAWA,2020.05
［146.8 シ］
「自分は守られるべき存在
だ」 精神科医が教える、“頼
る”ことからはじめるセルフケ
アとは? 友だち、恋愛、家族、
自分自身…。日々の生活の中
で感じる、生きづらさを解決す
るためのヒントを伝える。書き
込みページあり。。

児童閲覧室（こどもの本）

･･
･･

今
月
の
展
示
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丸テーブル展示

初笑い福袋 / 十二支 大集合
本棚展示

accototo ～ふくだとしお・
あきこの絵本の世界～

精神科医の先生が悩み事を解決するためのヒ
ントを教えてくれます。

洋書展示

I love cat ♥

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4４回目は「図書館のデータベース」についてです。
インターネットと情報端末が普及して、知らない情報を検索することは、ほとんど
のタイミングでできる時代になりました。 ふっと考え付いた小さな興味や疑問を調べること
ができるのは、便利で楽しく感じます。
ただ、それらの手軽に読み取れる情報は、手軽なことと引き換えにあまりしっかりしていな
いこともあります。いつのデータなのか、誰が記入したのか、どんな情報を基にしているのか、
そういったことまで気にしなければならない調べ物の場合、うかつに情報源としてつかう
ことはできません。

図
雑書
談館
日員
記の

そんな時の手助けとなるのが各種のデータベースです。企業や公共団体などが事業として運営しているの
で、情報更新や出典などで確実性の高い情報を調べることができます。中央図書館では1月現在で「北海
道新聞データベース」「国立国会図書館デジタル化資料送信サービス」など４つのデータベースに加入して、
皆様に提供しています。
特に国立国会図書館の資料送信サービスは、貴重書や古書などもデータ公開されているので、とても古い
情報でも原紙データを確認できるという利点があります。単純に好奇心で眺めるだけでも面白いので、ご興
味のある方は一度お試しで体験してみるのはいかがですか？
２
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[2階]

予約ベスト

① 『家族じまい』

５

② 『少年と犬』
馳 星周／著 文藝春秋（１１1件）

③『クスノキの番人』
東野 圭吾／著 実業之日本社（１09件）

④ 『流浪の月』
凪良 ゆう／著 東京創元社(81件)

･

桜木 紫乃／著 集英社(１23件)

Vol.139

２階エントランス
参考郷土室入口前展示
北海道とマンガ

･

今
月
の
展
示

参考・郷土資料室

⑤ 『カケラ』
湊 かなえ／著 集英社(６８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

※12月20日集計分

新刊紹介

一般書閲覧室・ＹＡ
今月の展示

『コタン生物記 1 新版』
更科 源蔵／著 青土社 2020.11
［H 462.1 コ]

ガラスケース・検索機前展示

ザ・鳥獣戯画

すべてのものに神性を認めていたアイヌの
人達の神話や風習を読む

新刊棚横展示

コタン(アイヌの村落)の人びとにとって、あらゆる生
物は神であり仲間であった-。神話や詞曲、儀式・
風習を通して、狩猟採集民族アイヌの精神と生活を
描き出す。1は、火の神を生み出す(発火器になる)
ハルニレなどを収録。

Let's try
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
20 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。
今回のお調べ物は、「渡り鳥について調べられる本」というご質問をいただきました。
ウトナイ湖へ行く機会があり、そこで渡り鳥についての話をいろいろ聞いて興味を持ったそ
うです。

「渡り鳥」だけではテーマが広すぎるので細かく伺ったところ、「なぜ数百kmも移動して目的地につけるの
か？」という点を中心に調べたいとわかりました。そういった内容の場合、野鳥観察の本よりも鳥類学の本の
方が適していることが多いです。
参照できる資料から読み取ると、現在でも確定していないが太陽・星などの天体や地磁気などを位置測定、
気温や日照時間を時期設定使って、渡りを行っているという説が有力なようです。渡り鳥の研究は様々な手法
で長い期間続いていますが、いまだに未確定の部分も多いそうです。原理は解明できないけれど困難なこと
に挑戦し、達成していると思うと、鳥たちに自然の神秘を感じますね。
[参考資料〕 ①『渡り鳥の世界』中村 司／著 山梨日日新聞社 （188.1 ワ）
②『鳥・人・自然』樋口 広芳／著 東京大学出版会 （４８８．１ ト）
③『月刊BIRDER 20年9月号』 文一総合出版
３
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よみきかせ（にじのはし）
９日
１１：００～１１：２０
２３日 １１：００～１１：２０
１４：００～１４：２０
赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば
１５日 １０：００～１０：２０

10 11 12 13 14 15 16

ストーリーテリング（おはなしオルゴール）
１６日 １４：００～１４：２０

17 18 19 20 21 22 23

よみきかせ（子どもの本の会）
１７日 １４：００～１４：２０
図書館ミニシアター
毎週日曜日 １３：３０～

休館日

24 25 26 27 28 29 30
休館日

図書館ナイトミニシアター
第２・第４水曜日 １７：４５～

休館日

31
【休館日】 毎週月曜日・最終金曜日 【開館時間】9:30～20:00
※12月28日（月）～１月４日（月）は年末年始休館となります

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
1/10『長州ファイブ』

1/17『ミッフィーのゆめ』

邦画（115分）松田 龍平／出演
攘夷の嵐吹き荒れる幕末期の1863年。イギリスへ命が
けで密航留学した5人の若者達がいた。ロンドンの地に
立ったこの長州藩の志士たちを、のちにイギリス人は敬
意を込めて、「長州ファイブ」と呼んだ…。

アニメ（35分）
ディック・ブルーナのはじめてのアニメーションシリーズ。今
日はミッフィーちゃんの誕生日。椅子には洋服と同じがらの
ブーケが。パパとママからのすてきなプレゼントです。「ミッ
フィーのたんじょうび」ほか、全8話収録。

1/31『動物の赤ちゃんワクワク編』

1/24『アバウト・タイム』

ドキュメンタリー（59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。ワクワク編は、ジャイアントパンダの優浜、アミメ
キリンのそら、インドサイのブンタなどのお宝映像を収録。

洋画（１２3分）ドーナル・グリーソン／出演
ティムは21歳の誕生日に父から、一家に生まれた男は
代々タイムトラベル能力があることを知らされる。ティムは
恋人獲得のためにタイムトラベルを繰り返し、チャーミン
グなメアリーと出会う。だが、やがて重大なことに気づく。

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

1/27『ネコナデ』

1/13『グレイテスト・ショーマン』
洋画（104分）ヒュー・ジャックマン／出演
19世紀アメリカ。挑戦と失敗を繰り返してきたP.T.バーナム
は、オンリーワンの個性を持つ人々を集めたショーをヒットさ
せ、ついに成功をつかむが…。伝説のエンターテイナー、
P.T.バーナムの半生を描くミュージカル。

邦画（85分）大杉 漣／主演
一流企業の人事部長・鬼塚。人生に安らぎは必要ないと考
える一方、会社帰りはひそかに胃痛に苦しむ日々。ある晩、
立ち寄った公園で捨て猫を見つける。そのウルウルとした愛
らしい瞳…。鬼塚はこっそり子ねこを飼い始める。
※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

４

