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お知らせ 絵本で知る世界の国々
～IFLAからのおくりもの

中央図書館での返却本の配架作業や、
軽作業を行うボランティアを募集いた
します。
ご興味のある方はこちらの養成講座を
ご受講ください。

イベント

バレンタインにぴったりの絵本を
図書館で選びました。
中身の見えない絵本を選んで、思
わぬ出会いを楽しみませんか？

お知らせ

３月５日（金）１０：３０～１１：３０実施日

ボランティア養成講座

申込 2月２日（火）から中央図書館カウンターかお電話にて受付

18歳以上の方対象

東京の国際子ども図書館から、世界各
国の絵本作品をお借りしました。
様々な国の言葉で描かれた個性豊かな
絵本を手に取ってご覧ください。

Valentine‘s sweet books

１月３０日（土）～期間

場所 中央図書館 １階児童カウンター

２月３日（水）～２月２８日（日）期間

場所 中央図書館 １階カウンター前

先着40セット定員

１０名定員
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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45回目は「録音資料」についてです。
普段図書館にいらっしゃるお客様のほとんどは本・書籍をご利用されていかれ 図

書
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丸テーブル展示

本棚展示 ①

あたらしく
とどいた
こどもの本

『くつしたどろぼう』
さはら ゆうき／ぶん，もりの
みさこ／え マイルスタッフ, 

2020.12 ［E ク］

児童閲覧室（こどもの本）

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

からだだから

子どもがいる家のすみっ
こで、10センチほどの大
きさのものがこっそり暮ら
しています。ほとんど悪さ
はしませんが、たったひと
つだけ悪いくせがありま
す。くつしたを片方だけぬ
すむのです…。

『ドラえもん
１～４５』

藤子・F・不二雄／著 小学館
2020.12 ［726.1 ト １］

小人症の人々の威厳
ある姿を描いたベラス
ケスの秘密、身分違い
の女公爵への愛の
メッセージを絵に潜ま
せたゴヤ…。名画に刻
まれた描く者と描かれ
る者の知られざる関
係を読み解く。カラー
図版も収録。『芸術新
潮』連載を書籍化。

一般書

新刊紹介

『画家とモデル』
中野 京子／著 新潮社
2020.03 ［723.3 カ］

藤子・F・不二雄が自ら作品を
選んだ決定版として親しまれて
いる、てんとう虫コミックス「ドラ
えもん」全45巻。装丁・製本・
用紙等、仕様に徹底的に拘った、
100年後、22世紀まで読み継
がれる永久保存版。

みんなの家にもきっといる…
4どこでもドア、タケコプターなど…どのヒミツ
道具が好きですか？

『怖い絵』の著者プレゼンツ！絵画のモデルた
ちの秘密とは何か。

ますが、図書館には本以外の資料も保管されています。今回ご紹介するのは録音資料。
名前の通り文学作品などを音読して録音した資料です。言葉にすると仰々しいですが
CD・カセットテープ等の録音媒体に音読を吹きこんだものですので、見た目は見慣れた
CD類と同様です。

これらの録音資料は朗読という表現方法を楽しむためのものもありますが、多くは視覚に
障がいのある方も読書を楽しむためのものです。これらは音読資料を取り扱う出版社が、既存の文学作品
を録音資料として作成し販売しているものもあります。また、朗読ボランティアなどの有志の方が作成してく
ださった非売品や、官公庁が作製して送付してくれるものなども存在します。
録音されている内容も幅広く、日本や海外の文学作品、童話、落語、雑学など、多岐にわたっています。文
学作品に関しては近年出た人気作が、録音版として出版されることも多いのでかなり充実しています。

録音資料の一部は障がいの有無に関係なくご利用可能です。耳で聞く読書を体験してみるのはいかがで
しょうか。

ハッピー バレンタイン♡

本棚展示 ②

推し本



チョコレート・焼き菓子の世界
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２階エントランス
参考郷土室入口前展示

猫を買わなくても、猫は飼える。

検索機前展示

新刊棚横展示

① 『家族じまい』
桜木 紫乃／著 集英社(１2１件)

② 『少年と犬』
馳 星周／著 文藝春秋（１０５件）

③『クスノキの番人』
東野 圭吾／著 実業之日本社（１0２件）

④ 『流浪の月』
凪良 ゆう／著 東京創元社(７２件)

⑤ 『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』
東野 圭吾／著 光文社(６７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

胆振・日高地方の昭和期の写真を個人、団体から
募り、昭和時代の日常をまとめています。昭和初期
から戦争、経済成長へと移り変わっていく風景が、
記録されています。

『写真アルバム胆振日高の昭和』
しなのき書房／編 いき出版 2020.11
［H 211 イ]

激動の時代「昭和」－ 懐かしい記憶

※1月20日集計分

北海道とマンガ

ヤングアダルトコーナー展示

３６５日何かある！

「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、「自宅近くの鉄道の鉄橋について調べたい。」というご質問をいただき
ました。お話しを伺うと自宅の近くに昔から鉄道鉄橋があるが、何時からあるのかわからず
気になって調べてみることにした、とのことでした、

ご住所と地図を照合して橋のかかっている川を確認することができましたが、地図からは橋の名称などは分
からず、詳しい情報は得られませんでした。何か情報はないかとインターネットを確認したところ、日本土木学
会附属土木図書館が公開しているデジタルアーカイブを発見しました。図面や年表など様々な情報の中に
「歴史的橋梁データベース」の名称で、橋の情報をまとめているものもありました。目録を確認したところ探し
ていた橋もその中に掲載されており、ある程度の情報をお伝えすることができました。
近年ではデジタルアーカイブでの資料公開も一般的になってきています。貴重なものや遠隔地からは確認し
づらかったものも、現物に近い物を精査することができるケースも増えました。調査する側にとっても技術の進
歩はありがたいことです。

[参考資料〕 『土木学会付属土木図書館デジタルアーカイブス』
（www.jsce.or.jp/library/archives） ※2021年1月20日確認
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ガラスケース展示

絵本で知る世界の国々
～IFLAからのおくりもの



日 月 火 水 木 金 土

1
休館日

2 3 4 5 6

7 8
休館日

9 10 11 12 13

14 15
休館日

16 17 18 19 20

21 22
休館日

23 24 25 26
休館日

27

28

2/7『ベイブ 都会へ行く』
洋画（９６分）マグダ・ズバンスキー／出演

牧羊豚として認められ、主人のアーサーの農場で幸せに
暮らしていたベイブ。しかし、アーサーがけがをしたことで
農場は存続の危機に。農場の危機を救うため、ベイブは
アーサーの妻エズメと都会のイベントへ出演することを
決意する。

図書館ナイトミニシアター

図書館ミニシアター

2/24『最高の人生のつくり方』
洋画（９４分）マイケル・ダグラス／出演

変わり者の不動産エージェント、オーレンは、疎遠になって
いた息子から、存在さえ知らされていなかった9歳の孫娘を
預かってくれと頼まれる。彼は責任感が強く愛嬌のある隣
人のリアに助けを求め、奇妙な3人の生活が始まる。

2/14『チップとデール
リスのいたずら合戦』

アニメ（５３分）
チップとデールはいたずらが大好き!! 「リスの朝ごはん」「リ
スの冬支度」「リスのオモチャ合戦」「リスのいたずら合戦」
など、チップとデールの楽しいお話全8話を収録。

2/10『ジェイン・オースティンの
読書会』

洋画（10６分）キャシー・ベイカー／出演
離婚歴6回のバーナデットは、愛犬を失った友人ジョスリン
を励ますため、「人生最高の解毒剤」と考える作家オース
ティンの読書会を企画。6人のメンバーが揃い読書会が始
まるが、それぞれの想いが絡み、思わぬ結末へ…。

毎週日曜13時30分～
2階講堂･無料・申込不要

2/28『おやこであそぼ
みんなであそぼ』

わらべうた（７０分）

親子で触れ合える遊びが子どもは大好き。デジタルの世
界ではなく、心がホッとするような昔ながらの遊びを楽し
みましょう。親子や家族、お友達と触れ合える、わらべ歌
やパネルシアターのきれいで楽しい世界を紹介します。
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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

スタッフおはなし会
７日 １４：００～１４：２０

よみきかせ（にじのはし）
１３日 １１：００～１１：２０
２７日 １１：００～１１：２０

１４：００～１４：２０

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば
１９日 １０：００～１０：２０

ストーリーテリング（おはなしオルゴール）
２０日 １４：００～１４：２０

よみきかせ（子どもの本の会）
２１日 １４：００～１４：２０

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～

2/21『まく子』
邦画（１０８分）山崎 光／出演

ひなびた温泉街の旅館の息子・サトシは、小学5年生。あ
る日、美しい少女コズエが転入してくる。言動がどこか不
思議なコズエに、サトシは次第に惹かれていく。コズエが、
やがて町の人々みんなにまいたものとは…。


