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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 

スタッフおはなし会 

第１日曜日 １４：００～１４：２０ 

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば 

第３金曜日 １０：００～１０：２０ 

図書館ミニシアター 

第２・第４日曜日 １３：３０～ 

※上映会の内容は４ページにあります 

こそだて time 

毎週木曜日 １０：００～１２：００ 

ストーリーテリング（おはなしオルゴール） 

第３土曜日 １４：００～１４：２０ 

よみきかせ（子どもの本の会） 

第３日曜日 １４：００～１４：２０ 

よみきかせ（にじのはし） 

第４土曜日 １１：００～１１：２０ 

      １４：００～１４：２０ 

 

2021 年 9 月号 

 

今月の題字は 

あやかちゃん 

8歳 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6　休館日 7 8 9 10 11

12 13　休館日 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24  休館日 25

26 27　休館日 28 29 30

赤ちゃんと

楽しむ絵本

ひろば

子どもの

本の会

スタッフ

おはなしかい

ミニシアター

にじのはし

おはなし

オルゴール

ミニシアター

シゲリカツヒコさん

原画展９／１０まで

ひとはこ図書館

（中学生～高校生編）

９：３０～１２：００

シゲリカツヒコさんワークショップ

１０：００～１１：３０

サイン会 １１：３０～

シニア世代のための

図書館ガイダンスツアー

１３：３０～１５：００

バリアフリー映画上映会

「長いお別れ」

１３：３０～１５：３７
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とまチョップ 10th Anniversary 

 

①  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（１３7件） 

②  『52ヘルツのクジラたち』 

町田 そのこ／著 中央公論新社(１２2件) 

③  『小説 8050』 

林 真理子／著 新潮社（８6件） 

④  『家族じまい』 

桜木 紫乃／著 集英社（81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(78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。 ※8 月 10 日集計分 

予約ベスト  ５ 

9月 29日は招き猫の日～ねこ本集めました～ 

9.11から 20年 

乙女の本棚 ～乙女以外もWelcome～ 

一般閲覧室・ＹＡ今月の展示 

閲覧室入口横展示 

新刊棚横展示 

ヤングアダルトコーナー展示 

参考・郷土室今月の展示 

２階エントランス 

「歴史の鑑定人」   ネイサン・ラーブ／著 [204 ﾚ] 

「しっぽのある温泉」  舘浦 あざらし／著 [291.1 ｼ] 

「ニセ札鑑定人の贋金事件ファイル」吉田 公一／著 [337.3 ﾆ] 

「お母さんの賢い贈与」  黒木会計／編 [345.5 ｵ] 

「名画のドレス」      内村 理奈／著 [383.1 ﾒ] 

「すべてが武器になる」 石川 明人／著 [391.1 ｽ] 

New 一般書新刊案内 
文学 実用書 

「疾病捜査官」      アリ・S.カーン／著 [498.6 ｼ] 

「攻めの節約」          生方 正／著 [591 ｾ] 

「山を買いたい!」         宝島社／出版 [651.3 ﾔ] 

「残 響」             伊兼 源太郎／著 [F ｲ] 

「兇人邸の殺人」          今村 昌弘／著 [F ｲ] 

「忌名の如き贄るもの」    三津田 信三／著[F ﾐ] 

 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

むかしのきょうの、あなたはどこで何してた？ 

『文豪きょうは何の日?』 

立東舎／編 

立東舎,2021.06 〔910.26 ﾌ〕 

 人生というすごろくの一マス、その中で彼らはこ

んな出来事に遭遇していた！名著を書いたあの

文豪の誕生日から命日、クスっと笑ってしまうよう

なおかしなエピソードまでたっぷりとご紹介！ 

今月のオススメ☆大人の本 
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『しずくちゃん 2』 

ぎぼ りつこ／作・絵 

しずくの森では、しずくちゃんや仲間の妖精

のうるおいちゃん、みるみるちゃんたちが楽

しく遊んでます。新しい妖精ハニーちゃんや

どろろんも登場。盛りだくさんの 1冊です。 

New こどものあたらしいほん えほん よみもの 

「自分をたいせつにする本」服部 みれい／著 [15 ｼ] 

「こども環境学」        朝岡 幸彦／監修[51 ｺ] 

「難民選手団」          杉田 七重／文[78 ﾅ] 

「青く塗りつぶせ」       阿部 夏丸／作[913 ｱ] 

「かずさんの手」       佐和 みずえ／作[913 ｶ] 

「夏休みルーム」   はやみね かおる／作[913 ﾅ] 

 
題字をかいてくれたお友達の 

すきな本を紹介するよ☺ 

じどうコーナーこんげつのてんじ 

おつきさまのおはなし 

がぉーがぉー くまだぞ‼ 

ＯＰＡＣ横展示 

本棚展示 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

水面って、いったいどんなところ？ 

『すいめん』 

高久 至／写真・文 

アリス館 2021.07 〔E ｽ〕 

空と海を繋ぐ不思議な場所、空から海へ、海から

空へと向かう不思議な入口。そんな水面どんな場

所で、どんな生き物がいるのかな？ 

  美しい水面の世界を写真で紹介します。 

こんげつのオススメ☆こどものほん 

「おおきなかべがあったとさ」    サトシン／文[E ｵ] 

「宿題ファイター」    よしなが こうたく／さく[E ｼ] 

「じはんきくん」     おおい じゅんこ／作・絵[E ｼ] 

「たいせつなぎゅうにゅう」  キッチンミノル／作[E ﾀ] 

「ぱったんして」        松田 奈那子／作[E ﾊ] 

「妖怪俳句」         石津 ちひろ／俳句[E ﾖ] 

情報ぞくぞく！ Twitter 

＠Tomakomai_lib 
チェック＆フォローしてね♪ 
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図書館ミニシアター 

     ９／１２『ピーターラビット』 

95（分）／映画／ウィル・グラック／監督,映画原案,脚色， 

ローズ・バーン／出演 

内容紹介／ピーターは、たくさんの仲間に囲まれ、画家ビア

という心優しい大親友もいる幸せなウサギ。ところが、ロンド

ンから潔癖症で動物嫌いのマグレガーが引っ越してきたこと

で、ピーターの生活は一変! マクレガーとの争いが始まる。 

   ９／２６ 『おしりたんてい １０』 

80（分）／アニメ／トロル／原作／ 

ププッおしりたんていがふたりいる!? 

内容紹介／レディーにやさしくスイートポテトが大好きな

「おしりたんてい」が、助手のブラウンとともに、事件をプ

プッと解決! おまつりにやってきたおしりたんていとブラウ

ン。ひろばにつくなりもんくをいわれる。第 30〜33話収

録。 

中央図書館からのお知らせ 

※ミニシアターの内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

Ｑ、インコの飼い方を知りたい。 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、ペットの本は実用書（６４５）の棚にあります。 

 

16番の柱・実用書(645)棚の背表紙にオレンジの

丸いシールが貼っている本が、生き物(ペット)の

本になります。『インコの楽しみ方ＢＯＯＫ』や『ザ・

インコ＆オウムのしつけガイド』等の本があります

よ。 

。 

なお、第３金曜日に実施の「赤ちゃんと楽しむ

絵本広場」は事前申込み、抽選制です。 

こんなご質問がありました 

私が旅したヨーロッパ 

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、ぜひご覧になってください。 

日時： ９月１５日（水） １３時３０分～１５時 

場所：中央図書館内 

対象：５０歳以上。 

利用登録済みの方、もしくは当日利用登

録可能な市内・東胆振在住の方。 

定員：１０名 

申込：８月１７日（火）～ 

    中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：実際に館内を歩きながら、基本的な図書

館の利用の仕方や館内機器（自動貸出

機）の使い方など「図書館を便利に使う

コツ」を学べるツアーです。 

 

『シニア世代のための図書館 

ガイダンスツアー』 

 

『ひとはこ図書館』 

中学生～高校生編 

 
日時：９月２５日(土) ９時３０分～１２時００分 

場所：２階講堂、会議室 

対象：中学生～高校生 

定員：２５名 

申込：８月１日(日) ～ 

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：小さな箱を図書館に見立て、本を選んだ

り、小さな箱を装飾する体験型イベント 

です。 

 


