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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 11 月号 

 

今月の題字は 

ことみちゃん 

９ 歳 

 

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

　

29　休館日 30

赤ちゃんと

楽しむ絵本

ひろば

子どもの

本の会

図書館条例施行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

ミニシアター

にじのはし

おはなし

オルゴール

図書館条例施行70周年

記念イベント開催！

ひとはこ図書館

ブックディレクターに

なりませんか？

10：00～12：00

おはなし玉手箱

13：00～15：00

シネママラソン

(大人向け)

10：00～19：30

一般セミナー

穂村弘さん講演会

13：30～

「製本補修講座」

本のお直しお手伝いします♪

10：30～12：00

ICT講座

「電子図書館はじめの一歩」
10：30～12：00
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とまチョップ 10th Anniversary (～11/3) 

図書館条例施行 70周年 

①  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（１36件） 

②  『52ヘルツのクジラたち』 

町田 そのこ／著 中央公論新社(１17件) 

③  『小説 8050』 

林 真理子／著 新潮社（８3件） 

④  『家族じまい』 

桜木 紫乃／著 集英社（77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(71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。 ※10 月 10 日集計分 

予約ベスト  ５ 

はい、チーズ！はい、ポーズ！～フォト＆スケッチ～ 

ほっと緩める温もるくらし 

スタッフおススメ本ガチャ☆ 

 

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 

「YouTuberの教科書」  大須賀 淳／監修 [007.3 ﾕ] 

「経済社会の学び方」     猪木 武徳／著 [307 ｹ] 

「娘の遺体は凍っていた」 文春オンライン特集班／著[371.4 ﾑ] 

「<図説>老いと健康の文化史」リナ・ノエフ／編著 [490.2 ｽ] 

「最近、地球が暑くてクマってます。」水野 敬也／著[519 ｻ] 

「ぽんこつ主婦のいつもの食材でパパっと“高見え”レシピ」  

橋本 彩／著 [596 ﾎ] 

New 一般書新刊案内 
文学 実用書 

「鬼と踊る」         三田 三郎／著[911.168 ｵ] 

「だれも死なない日」 ジョゼ・サラマーゴ／著 [969.3 ｻ] 

「播磨国妖綺譚」       上田 早夕里／著 [F ｳ] 

「老い蜂」              櫛木 理宇／著 [F ｸ] 

「ブルース Red」         桜木 紫乃／著 [F ｻ] 

「カミサマはそういない」     深緑 野分／著 [F ﾌ] 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

現実と物語の間を交差する珠玉のミステリー 

『原因において自由な物語』 

五十嵐 律人／著    講談社,2021.07 〔F ｲ〕 

 

人気作家・二階堂紡季には、誰にも言えない秘

密があった。露呈すれば、すべてを失う。しかし、

その秘密と引き換えにしても、書かねばならない

物語に出会ってしまい…。書き下ろしミステリ。 

 

 

今月のオススメ☆大人の本 
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『バレリーナマノン』 

つちだ よしはる／さく 

バレエを習い始めたうさぎのマノン。

レッスンで覚えたことを踊ってみせる

と、おかあさんは嬉しそうに見てくれま

す。マノンはますます張り切って踊りま

す。おかあさんの笑顔が見たいから…。 

 

New こどものあたらしいほん えほん よみもの 

「モノのできかた図鑑」  リチャード・プラット／文[03 ﾓ] 

「しれっと逃げ出すための本。」ヨシダ ナギ／著 [15 ｼ] 

「災害伝承の大研究」   佐藤 翔輔／監修 [36 ｻ] 

「5分後に意外な結末 Q」桃戸 ハル／著、ほか[913 ｺ] 

「プンスカジャム」      くどう れいん／作[913 ﾌ] 

「ふしぎ駄菓子屋銭天堂 16」 廣嶋 玲子／作」[913 ﾌ 16] 

 
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 

ありがとうをみんなに 

～勤労感謝の日 １１月２３日 

ＯＰＡＣ横展示 

本棚展示 

あのお菓子には負けないぞ！ 

細長いものあつまれぇ～～ 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

こんな時でもこの１冊で世界旅行！ 

『キッズペディア世界遺産』 改訂新版 

小学館,2021.09 〔70 ｷ〕 

時間と空間をこえた旅へ出かけよう! 古代文明

の遺跡やすぐれた芸術、美しい風景やめずらし

い動植物など、さまざまな地域や国にある世界遺

産を、写真やイラストを豊富に用いて紹介する。

見返しに地図あり。 

 

 

こんげつのオススメ☆こどものほん 

「おもちゃびょういん」     木島 誠悟／著 [E ｵ] 

「かくれんぼねこ」       つじ にぬき／作[E ｶ] 

「こんにち、わ!」      三浦 太郎／さく・え[E ｺ] 

「すずりくん」 青柳 貴史／作，中川 学／絵[E ｽ] 

「ペンギンのこまりごと」   ジョリ・ジョン／さく[E ﾍ] 

「ぼくのママどこ?」    鈴木 真実／作・絵 [P ﾎ] 

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 

     11/14 【シネママラソン・大人向け】

１０：００～１９：３０     各回 30名・入替制。 

内容は「バルカン超特急」「あいねこ」「ザ・サークル」

「プロフェッショナル 111」「俳優 亀岡拓次」「影たちの祭

り」大人向け 6作品を一挙上映。 

※ 通常のミニシアターは休止になります。 

 

  11/28 『めいたんていラスカル』 

見習いラスカルが名探偵のポーおじさんと一緒に世界中をと

びまわり、事件を解決していく物語。「きえたおはなのなぞ」

「わらわないライオンのなぞ」「ドラキュラさん 100ねんのなぞ」

「なくなるぼうしのなぞ」など 6話。 

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、中国語に関する本はありますか？ 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、中国語について書かれた本は、 

 中国語(820)の棚にあります。 

   

10番の柱・中国語(820)にあります。「日

中辞典」「中国語基礎知識」や「中国語学習

ハンドブック」等の本があります。ぜひご利

用ください。 

 

こんなご質問がありました 

高杉立花さんトークライブ記念展示「君のとなりで。」 

 

ガラス展示コーナー 

10月 31日（日）に開催された「高杉六花さんトークライ

ブ『君のとなりで。』を記念して、貴重な実際の原稿や裁

断前の原稿を展示しています。 

日時： １１月２７日（土）  １０：００～１２：００ 

場所： 中央図書館 ２階講堂 

対象： 一 般   定員： 1０名 

申込： １１月２日（火）～ 

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：  あなたもブックディレクターになって、図書

館の本棚に素敵な展示をしませんか？ 

『ひとはこ図書館』 
ブックディレクターになりませんか？ 

 

日時： １１月２０日(土)  開場１３時 

開演： １３時３０分～１５時００分 

場所： 中央図書館 ２階講堂   

定員： ４０名  対象： 一 般 

申込： １０月１７日(日) ～ 

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容： 歌人穂村弘さんに､作品制作秘話な

どを語っていただきます。 

講演後、サイン会開催です。 

 

一般セミナー 穂村弘さん講演会 

『ことばの不思議』 

 

『おはなし玉手箱』 

 
日時： １１月 7日(日)  １３：００～１５：００ 

場所： 苫小牧市立中央図書館エントランス 

申込： 直接会場へ 

内容： 市内で活動する読みきかせ・朗読の 

     ６団体が夢の競演！声で魅せる芸術を 

     お楽しみください。 

 

 

～ 声で紡ぐ ものがたりの世界 ～ 

 ～ 


