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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 12 月号 

 

今月の題字は 

とうまくん 

５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　休館日 21 22 23 24　休館日 25

26 27　休館日 28 29　休館日 30　休館日 31　休館日

子どもの

本の会

スタッフ

おはなし会

ミニシアター

にじのはし

おはなし

オルゴール

ひとはこ図書館

（中学生～高校生編）

9：30～12：00

ミニシアター

12月29日～1月3日まで

は,年末年始休館に

なっております

シニア世代のための

図書館ガイダンスツアー

13：30～15：00
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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（１26件） 

②  『52ヘルツのクジラたち』 

町田 そのこ／著 中央公論新社(１03件) 

③  『小説 8050』 

林 真理子／著 新潮社（８1件） 

④  『家族じまい』 

桜木 紫乃／著 集英社（68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。 ※11 月 10 日集計分 

予約ベスト  ５ 

スケートの季節です 

図書館本 BON～大人編～ 

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 

「正しく怖がるフィッシング詐欺」大角 祐介／著 [007.3 ﾀ] 

「いちばん探しの世界旅」     吉田 友和／著 [290.9 ｲ] 

「恐竜科学博」         恐竜くん／企画・監修 [457.8 ｷ] 

「このレシピ リピ確定です」    ジョーさん。／著 [596 ｺ] 

「進め!僕の姉ちゃん」         益田 ミリ／著 [726.1 ｽ] 

「ねむりたりない」         櫻井 朋子／著 [911.168 ﾈ] 

New 一般書新刊案内 
文学 実用書 

「アポカリプス・ベイビー」 V・デパント／著 [953.7 ﾃ] 

「デンデケ・アンコール」   芦原 すなお／著 [F ｱ] 

「ビタートラップ」            月村 了衛／著 [F ﾂ] 

「闇祓」                   辻村 深月／著 [F ﾂ] 

「夜が明ける」             西 加奈子／著 [F ﾆ] 

「らんたん」               柚木 麻子／著 [F ﾕ] 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

あなたにも必要かもしれない！ 

『デジタル遺品の探しかた・しまいかた、残しかた+隠しかた』

伊勢田 篤史／著，古田 雄介／著 

日本加除出版 2021.10 〔007.6 ﾃ〕 

スマホ、パソコン、SNS、ネット証券といった、デジタル遺

品やその相続手続き全般について概説。デジタル遺品の探

しかた、処理のしかたを解説し、デジタル遺品の残しかたや  

隠しかたも紹介する。 

 

 

 

 

今月のオススメ☆大人の本 
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『ノンタンたいそう 1・2・3』 

キヨノ サチコ／さく・え 

たったかたった、ノンタンかけあし。 

いち、に。いち、に。みぎむいてタンタ

ン、たぬきさん。ひだりむいてタンタン、

おつきさま。ノンタンや、たぬきさん、ぶ

たさんたちといっしょに、たのしくたいそ

うをしてあそびましょう! 

 

New こどものあたらしいほん えほん よみもの 

「山火事のサバイバル 2」   ポドアルチング／文[65 ﾔ 2] 

「日本全国新幹線に乗ろう！」      昭文社／発行 [68 ﾆ] 

「俳句のきた道」            藤田 真一／著 [911 ﾊ] 

「恐怖コレクター 巻ノ 17」   佐東 みどり／作 [913 ｷ 17] 

「君のとなりで。 6」         高杉 六花／作 [913 ｷ 6] 

「アイヌ民族 27 の昔話」北原 モコットゥナシ／編著 [92 ｱ] 

 
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 

ハッピークリスマス！ 

ＯＰＡＣ横展 本棚展示 

 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

冬も”たのしい“がいっぱい♪ 

『きせつと行事を楽しむずかん 冬』  

岩崎書店,,2021.3 〔38 ｷ‐4〕 

春夏秋冬、季節ごとの特徴や行事を知り、体験

し、たっぷり楽しもう! 冬は、クリスマス、おおみそ

か、お正月、節分などの行事の名前や由来を説

明し、行事をより楽しむためのあそびや工作、料

理などを紹介する。 

 

こんげつのオススメ☆こどものほん 

「いきものづくしものづくし 8」 田中 豊美／[ほか作] [E ｲ] 

「おすしがすきすぎて」             サトシン／作 [E ｵ] 

「ももたろう」                 ガタロー☆マン／作 [E ﾓ] 

「いもほりチャンピオン」       すとう あさえ／脚本 [P ｲ] 

「世界一やさしい依存症入門」     松本 俊彦／著 [49 ｾ] 

「理科と算数で検証したら、わかってしまった昔話の真実 1」        

藤田 真一／著 [40 ﾘ 1] 

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 

     12/12 『紅白が生まれた日』 

72分/ドラマ/堀切園 健太郎／演出，尾崎 将也／作， 

松山 ケンイチ／出演 

終戦からわずか 4カ月後の大晦日。一人のディレクター

のひらめきを発端として「紅白歌合戦」の前身となった番

組、「紅白音楽試合」が放送された。傷ついた人々に歌声を

届けようと、奮闘するスタッフや歌手達の人間模様を描く。 

  12/26 『映画すみっコぐらし』 

66分/アニメ/まんきゅう／監督，サンエックス／原作 

ある日すみっコたちは、「喫茶すみっコ」の地下室で、

古くなった 1冊のとびだす絵本をみつける。すると突然絵

本のしかけが動き出し、すみっコたちは絵本に吸い込ま

れてしまい…。絵本の世界をめぐる旅の物語。 

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、クリスマスについて 

書かれた本はありますか？ 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、「クリスマスの起源」 

「クリスマスの文化史」 

  「クリスマスおもしろ事典」等 

7番の柱・年中行事(386)の棚にあります。

クリスマスがより楽しくなる!本が揃っていま

す。ぜひご利用ください。 

 

こんなご質問がありました 

砂漠の砂 ３種類と香水・ヨーロッパの小物たち 

 

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： １２月５日(日) ９：３０～１２：００ 

場所： ２階講堂、会議室 

対象： 中学生～高校生 

定員： ２５名 

申込： １１月５日(金) ～ 

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。 

 

『ひとはこ図書館』 
中学生～高校生編 

 

ビジネスコーナー 

日時： １２月８日(水)  １３：３０～１５：００ 

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  

     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』 

 

 

 

 

 

ビジネスマナー・スキルアップ 


