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青空こどもとしょかん
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シゲリカツヒコさん
ワークショップ受付開始

３丁目１番１５号
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シゲリカツヒコさん
原画展

23

休館日

24

25
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休館日

おはなし
オルゴール
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ミニシアター

29

にじのはし

30

休館日

31

シゲリカツヒコさん
原画展
９／１０まで

スタッフおはなし会
第１日曜日

ストーリーテリング（おはなしオルゴール）

１４：００～１４：２０

第３土曜日

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば
第３金曜日

第３日曜日

図書館ミニシアター

１４：００～１４：２０

よみきかせ（にじのはし）
１３：３０～

第４土曜日

※上映会の内容は４ページにあります

１０：００～１２：００

１１：００～１１：２０
１４：００～１４：２０

こそだて time
毎週木曜日

１４：００～１４：２０

よみきかせ（子どもの本の会）

１０：００～１０：２０

第２・第４日曜日

スタッフおはなし会
赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば
今月はお休みです。
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New

文学

「神社の起源と歴史」

一般書新刊案内

新谷 尚紀／著 [175 ｼ]

「東京復興ならず」

実用書

「遅咲きの男」

吉見 俊哉／著 [213.6 ﾄ]

莫言／著[923.7 ﾓ]

「蛇の言葉を話した男」

「リスク大全」

深津 嘉成／著 [301 ﾘ]

「ショローの女」

「ケアとは何か」

村上 靖彦／著[492.9 ｹ]

「海神の子」

伊藤 比呂美／著[E ｲ]
川越 宗一／著[F ｶ]

「なんでも自分で修理する本」片桐 雅量／著 [592.7 ﾅ]

「大連合」

「飯テロ!」

「ブレイクニュース」

もみじ 真魚／著[726.5 ﾒ]

一般閲覧室・ＹＡ今月の展示

アンドルス・キヴィラフク／著[993.6 ｷ]

堂場 瞬一／著 [F ﾄ]
薬丸 岳／著[F ﾔ]

参考・郷土室今月の展示
２階エントランス

閲覧室入口横展示
増やす、貯める、お金のあれこれ

今知りたい！縄文時代の遺跡

新刊棚横展示
ヒョウゲン ヲ スル ～現代短歌＆現代詩～

予約ベスト

ヤングアダルトコーナー前展示

５

乙女の本棚 ～乙女以外も Welcome～
① 『白鳥とコウモリ』
東野 圭吾／著 幻冬舎（１３8 件）
② 『52 ヘルツのクジラたち』
町田 そのこ／著 中央公論新社(１２7 件)
③ 『家族じまい』
桜木 紫乃／著 集英社（８９件）
④ 『心淋し川』

今月のオススメ☆大人の本
出逢えるかもしれない♪出没場所別索引等付き。
『日本怪異妖怪事典 北海道』
朝里 樹／著

西條 奈加／著 集英社（８６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(８２件)

笠間書院 2021.06 〔388.1 ﾆ〕
全国の怪異妖怪を地方別で紹介する日本怪異妖
怪事典。北海道編では、アイヌの妖怪から現代怪
異まで、北海道各地で語られた怪異妖怪を五十
音順に 800 種類以上掲載。

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

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

お願い致します。
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※７月 10 日集計分

New

えほん

「あっぱれ!どぐうちゃん」
「おもわずおもわず」

よみもの

こどものあたらしいほん

堀切 リエ／ぶん[E ｱ]
えがしら みちこ／作[E ｵ]

「防災ハンドメイド」

辻 直美／著 [36 ﾎ]

「チバニアン誕生」

岡田 誠／著[45 ﾁ]

「正吉とヤギ」

塩野 米松／文[913 ｼ]

「すごい虫ずかん ひるの虫とよるの虫」じゅえき太郎／作[E ｽ]

「縄文の狼」

今井 恭子／作[913 ｼ]

「なんだかたのしそう」

古内 ヨシ／作[E ﾅ]

「トムと 3 時の小人」

たかどの ほうこ／作[913 ﾄ]

樋勝 朋巳／作[E ﾜ]

「まもってあげたい!」

宮下 恵茉／作[913 ﾏ]

「カイマンのダンス」

「わたしのかみがた」

市川 里美／作[E ｶ]

こんげつのオススメ☆こどものほん

児童コーナー今月の展示
ＯＰＡＣ横展示

きらめくよぞらにヤカンがひとつ。さぁ、しゅっぱつだ！

そらがある！えほんがある！
またあえたね あおぞらとしょかんへ

『やかんひこう』
やまだ なおと/文・絵

本棚展示

北海道新聞社 2021.05 〔E ﾔ〕

なないろほんだな

夜がきたら、やかんに乗って、やかんひこう。男の
子を乗せたやかんは、びゅーんと空に飛び出すと、
まちや海を越えて、山の頂上へと近づき…。やかん
が夜空を飛びまわる、心おどるファンタジー。

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

『はりねずみのルーチカ』
かんの

ゆうこ／作，北見

葉胡／絵

題字をかいてくれたお友達の
すきな本を紹介するよ☺

不思議な生き物が住んでいるフェリエの
国に住む、心やさしいはりねずみのルー

情報ぞくぞく！ Twitter

チカと森の仲間たちの物語。シリーズに

＠Tomakomai_lib

なっており、愛されている作品です。

チェック＆フォローしてね♪

ガラス展示コーナー

ガラス展示では市民の皆様のコレクションを展示させて
いただいております。関連書籍の展示も行っておりますので、

山下清（裸の大将）と苫小牧

ぜひご覧になってください。
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中央図書館からのお知らせ
青空こどもとしょかん
『そらがある！えほんがある！
またあえたね あおぞらとしょかんへ』

市立中央図書館 70 周年記念事業
『絵本作家シゲリカツヒコ・ワークショップ
ぱんつ！パンツ！Pants！？』

日時：２０２１年８月５日（木）
日時：２０２１年９月４（土）

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：３０

場所：出光カルチャーパーク

場所：中央図書館２階講堂

☂雨天は中央図書館
内容：出光カルチャーパーク内に出張図書館が

対象：４歳から中学生

出現します。青空の下で本を選んで、

持物：筆記用具やお気に入りのカラーペン

借りてみましょう。

申込：２０２１年８月１日（日）９：３０～

協力：でんでんむしサークル

中央図書館カウンター、またはお電話で

苫小牧こどもの本の会

内容：絵本作家シゲリカツヒコさんとパンツの

にじのはし（敬称略・五十音順）

デザインをします。
えほんのよみきかせも行います。

こんなご質問がありました

サイン会：１１：３０分過ぎよりサイン会を行います。

Ｑ、セルフ自動貸出機を使ってみたいの
ですが、難しいですか？

絵本をご購入いただいた方が対象です。
原画展：２０２１年８月２０日（金）～９月１０日（金）

✉図書館スタッフより

絵本「だれのパンツ？」

Ａ、使い方は簡単です！
利用者カードを読み取り、本についている
バーコードを読み取っていくだけでＯＫ。
ただし、しかけや付録がある本など、確認の
必要な資料はカウンターでのお手続きにな
ります。ご了承下さい。

の原画になります。

図書館ミニシアター
８／８ 『樺太地上戦』

８／２２ 『あの日、僕らは戦場で』

ドキュメンタリー（43 分）／NHK スペシャル／広瀬修子／語り

アニメ（72 分）／NHK スペシャル／70 年目の戦争と平和

内容紹介／北海道の北に広がる大地、サハリン。かつて「樺

内容紹介／沖縄北部のジャングルで米軍と戦った少年

太」と呼ばれ、40 万人の日本人が暮らしていた。この樺太で

兵がいる。30 人余りの元少年兵がこれまで秘められてき

終戦後も 7 日間にわたって戦闘が続き、住民を巻き込んだ

た事実を語り始めた。証言と新資料から、子どもたちが戦

地上戦が行われた。知られざる樺太地上戦の悲劇の全貌に

争に利用されていった知られざる歴史を、再現アニメをま

迫る。

じえて伝える。
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※ミニシアターの内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

