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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 10 月号 

 

今月の題字は 

さとこちゃん 

9才 

 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4　　休館日 5 6 7 8 9

10 11　休館日 12 13 14 15 16

17 18　休館日 19 20 21 22 23

24

　　　　31

25　休館日 26 27 28 29 30

赤ちゃんと

楽しむ絵本

ひろば

ミニシアター

にじのはし

おはなし

オルゴール

高杉六花さんトークライブ

受付開始

高杉六花さんトークライブ
13:30~15:00

スタッフ

おはなしかい
図書館条例執行70周年記念事業

３館合同Kodomoe の絵本原画展

『ぽめちゃん』 10/28まで

郷土文化セミナー

「アイヌの衣服について」

子どもの

本の会

絵本作家・広瀬克也氏

講演会「ぼくと妖怪絵本」

13：00～15：00

プラッとボドゲ広場

10：00~12：00

図書館条例執行70周年記念事業

３館合同Kodomoe の絵本原画展

『じかんだよー！』 11/14まで
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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（１41件） 

②  『52ヘルツのクジラたち』 

町田 そのこ／著 中央公論新社(１２0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（78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(74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。 ※9 月 10 日集計分 

予約ベスト  ５ 

なんの展示かな？来館してからのお楽しみに♪  

整う。 

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 

「陰陽師の解剖図鑑」  川合 章子／著 [148.4 ｵ] 

「世にも奇妙な博物館」 丹治 俊樹／著 [069.0 ﾖ] 

「かわいい古代」    譽田 亜紀子／著 [210.2 ｶ] 

「鷹将軍と鶴の味噌汁」     菅 豊／著 [383.8 ﾀ] 

「子育て整体」       井本 邦昭／著 [498.7 ｺ] 

「家事の時間割」       宝島社／出版 [590 ｶ] 

New 一般書新刊案内 
文学 実用書 

「もちまる日記」          下僕／著 [645.7 ﾓ] 

「鬼滅の教養 365」 小和田 哲男／監修 [726.1 ｷ] 

「野鳥写真の教科書」   中野 耕志／著 [743.6 ﾔ] 

「骨を引き上げろ」ジェスミン・ウォード／著 [933.7 ｳ] 

「やさしい猫」            中島 京子／著 [F ﾅ] 

「ヤスの本懐」            原 宏一／著[F ﾊ] 

 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

戦後八十年に教訓と提言を読む 

『太平洋戦争への道 1931-1941』 

半藤 一利／著，加藤 陽子／著，保阪 正康／編著 

NHK出版,2021.07 ［210.7 ﾀ］ 

 昭和日本が犯した「最大の失敗」を検証し、学ぶべ

き教訓と令和日本が進む道を提言する。2017年の終

戦の日に NHK ラジオで放送された昭和史研究のスペ

シャリスト達の鼎談に、保阪正康の解説と図版・写真

を加えて再構成。 

  

今月のオススメ☆大人の本 
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『大人も知らない?ふしぎ現象事典』 

「ふしぎ現象」研究会／編 

 

テストの前の日になると部屋の掃除がし

たくなる。本屋にいるとなぜかトイレに

行きたくなる…。身の回りによくある現

象や体の不思議な現象の名前を紹介。 

 

New こどものあたらしいほん えほん よみもの 

「まっすぐ人間関係術」  山崎 聡一郎／著 [36 ﾏ] 

「妖怪がやってくる」    佐々木 高弘／著 [38 ﾖ] 

「古代文明と星空の謎」   渡部 潤一／著 [44 ｺ] 

「どうしてそうなった!?海の生き物 2」   吉野 雄輔／著[48 ﾄ 2] 

「竜とそばかすの姫」     細田 守／原作[77 ﾘ] 

「めしつかい猫と運命の宝石」あんびる やすこ／作・絵[913 ﾑ] 

 
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 

Enjoy！ Halloween！ 

どんなゲーム？ いろんなゲーム！ 

ＯＰＡＣ横展示 

本棚展示 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

ダヤンの作者が森の動物たちを描いていて、とてもかわいいです♡ 

『ダヤンと森であそぼう』 

池田 あきこ／作，加藤 ふさこ／レシピ監修 

出版ワークス 2021.04 ［E ﾀ］ 

自然あそびが楽しくなる本。ダヤンが暮らす不

思議な国「わちふぃーるど」の四季を通して、動

植物の生態や季節の料理を描く。サクラのしおり

やおばけカボチャの作り方、たき火の起こし方、

料理のレシピも掲載。                  

こんげつのオススメ☆こどものほん 

「あたまにかきのき」   いもと ようこ／文・絵 [E ｱ] 

「いちにちだじゃれ」   ふくべ あきひろ／さく[E ｲ] 

「おなら、ぷーっ」レスリー・パトリセリ／え・ぶん[E ｵ] 

「おつきみセブン」   もとした いづみ／作[E ｵ] 

「ねえ、きいてみて!」ソニア・ソトマイヨール／文[E ﾈ] 

「めんぼうズ」          かねこ まき／作[E ﾒ] 

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 

     10/10 『講談師 神田松之丞』 

１１０（分）／講談ドキュメンタリー／神田 松之丞，／出演 

内容紹介／迫力と笑い溢れる神田松之丞の末廣深夜寄席

などで行われた高座、「違袖の音吉」「天保水滸伝鹿島の棒

祭り」「グレーゾーン」の 3席の他、松之丞と師匠・神田松鯉

のインタビューを収録。 

    10/24 

※ 図書館文化セミナー開催の為、ミニシアターは 

お休みになります。 

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、「蝟」の読み方を知りたい。 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、「はりねずみ」 

漢和辞典が２階参考郷土室 

  (８１０．日本語の棚)にあります。 

 

漢字に関する本は１階 10番の柱・漢字(811．2)

にありますが読み方が載っている漢和辞典は、2

階の参考郷土室・日本語(811)にあります。いろい

ろな漢和辞典があるので、ぜひご利用ください。 

 

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： １０月２４日（日）  開場１３時 

開演：１３時３０分～ 

場所：中央図書館 ２階講堂 

対象：一般   定員：３０名 

申込：９月２５日（土）～ 

    中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：アイヌの衣服の種類や技法の名称、文様の

構成について、国立アイヌ民族博物館の北

嶋イサイカ学芸員による講演会。 

『図書館郷土文化セミナー』 

「アイヌの衣服について」 

『高杉六花さんトークライブ』 

 

 

日時：１０月３１日(土) 開場１３時 

開演：１３時３０分～１５時００分 

場所：２階講堂 定員：４０名 

対象：小学生～高校生・一般 

申込：１０月１日(金) ～ 

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：YA世代に向けたキラキラ学校生活。 

    著作販売・サイン会があります。 

 

 

日時：１０月９日(土)  開場１３時 

開演：１３時３０分～１５時００分 

場所：２階講堂  定員：４０名   

対象：一般 

申込：９月１７日(金) ～ 

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：妖怪絵本シリーズなど作品制作エピソード

や絵本の読み聞かせ。講演後、 

    著作販売会・サイン会があります。 

 

 

『ぼくと妖怪絵本』 

絵本作家・広瀬克也氏講演会 


