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ストーリーテリング（おはなしオルゴール）

第 1 日曜日 １４：００～１４：２０

第３土曜日

赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば

第２・第４日曜日

１４：００～１４：２０

よみきかせ（子どもの本の会）

１０：００～１０：２０

第３日曜日

図書館ミニシアター

１４：００～１４：２０
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※上映会の内容は４ページにあります
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New

文学
「親孝行の日本史」

一般書新刊案内

勝又 基／著 [152.6 ｵ]

実用書

「フェアプレイの向こう側」 法月 綸太郎／著 [902.3 ﾌ]

「理科授業大全」理科授業大全編集委員会／編 [375.4 ﾘ]

「円

「南極の氷に何が起きているか」 杉山 慎／著 [452.9 ﾅ]

「お金の減らし方」

森 博嗣／著 [F ﾓ]

「カツオが磯野家を片づける日」渡部 亜矢 ／著[597.5 ｶ]

「夜叉の都」

伊東 潤／著 [F ｲ]

「鉄道旅のトラブル対処術」

「残月記」

松本 典久／著 [686.5 ﾃ]

「1 日 1 本、365 日毎日ホラー映画」

[778.2 ｲ]

劉慈欣短篇集」

劉 慈欣／著 [923.7 ﾘ]

小田 雅久仁 ／著 [F ｵ]

「原罪 キツネ目は生きていた」 山本 音也／著 [F ﾔ]

一般閲覧室・ＹＡ今月の展示

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

マンガで学べ！

ウトナイ湖ラムサール条約湿地登録 30 周年

1 階館内展示
芥川賞、直木賞に続く！？

苫小牧市立中央図書館スタッフ賞！

予約ベスト

ヤングアダルトコーナー展示

本と DVD と私

①

５

『白鳥とコウモリ』
東野 圭吾／著 幻冬舎（１13 件）

今月のオススメ☆大人の本

②

『透明な螺旋

[ガリレオ] 10』

東野 圭吾／著
③

１日一色、心休まるひとときを

文藝春秋(１02 件)

『52 ヘルツのクジラたち』

町田 そのこ／著 中央公論新社（97 件）

『366 日日本の美しい色』 橋本 実千代／監修
三才ブックス 2021.11 〔757.3 ｻ〕

④

『小説 8050』
林 真理子／著 新潮社（75 件）

紅鳶色、瑠璃紺、水浅葱…。日本の美しい色を

⑤

366 色選び、1 日 1 色ずつ紹介。各色の歴史や由来

『元彼の遺言状』
新川 帆立／著 宝島社(64 件)

などを美しい写真や浮世絵とともに解説する。CMYK・
こちらの本をお読みになりたい方は、カウンター

RGB・Web 数値や配色例などのデータも掲載。

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。
※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより
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※12 月 8 日集計分

えほん
「あの子」

New

よみもの

こどものあたらしいほん
「さわって学べる図形図鑑」

小池 昌代／文 [E ｱ]

朝倉 仁／監修 [41 ｻ]

「おしっこ、うんこはどこにいく?」 中川 ひろたか／作 [E ｵ]

「陸送会社図鑑」 ゼロ／監修，いわた 慎二郎／絵[53 ﾘ]

「チャレンジミッケ! 11」 ウォルター・ウィック ／作 [E ﾁ 11]

「わくわく手芸部 1」

「セイロウさん」

「ぼくらの悪校長戦争」

かとう まふみ／作 [E ｾ]

「たことさる」

宗田 理／作 [913 ﾎ]

「動物探偵ミア 歌って!アルパカ」D・キンプトン／作 [93 ﾄ]

新井 洋行／著 [E ﾀ]

「ふゆのおともだち」

ミカ／著，ユカ／著 [59 ﾜ 1]

「ねこのおひめさま」

礒 みゆき／脚本・絵 [P ﾌ]

グリム／原作 [94 ﾈ]

こんげつのオススメ☆こどものほん

じどうコーナーこんげつのてんじ
どうぶつのことばが、わかったらステキ☆
ＯＰＡＣ横展

『リィーヤとトラ』

ﾄ ﾗ

アンナ・フェドゥロヴァ/文

「主役は俺」～わきをかためる干支たち～

カランダーシ,2021.11〔E ﾘ〕

本棚展示

ロシア極東のタイガ。動物の言葉を話せる森
林監視員の娘リィーヤは、森で大きな生き物に出
会い、おそろしくて動けなくなる。その生き物は、
タイガの誇り高き主と呼ばれているトラで…。

ほんとうにいるのかな・・・

トラとリィーヤの友情を描く。
※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

題字をかいてくれたお友達の
すきな本を紹介するよ☺

だいすきなゾロリシリーズから
『きえた!?かいけつゾロリ』
原

ゆたか／さく・え

情報ぞくぞく！ Twitter

＠Tomakomai_lib

ゾロリがイシシ、ノシシの前からいなく

チェック＆フォローしてね♪

なってしまいました。ふたりは必死にさが
しますが、なかなか見つからなくて…。
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中央図書館からのお知らせ
『赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば』
日時： １月２１日(金)

『本の手帖 2022』

１０：００～１０：２０

日時： １月４日(火)

９：３０～

場所： 中央図書館 講堂

場所： カウンターにて配布させていただきます。

対象： 0～１歳児と保護者

対象： 一般

定員： ５組 抽選

部数： ３００冊
※先着順で無くなり次第終了になります。

申込： １月４日（火）～１１日（火）

内容： 大人向けデザイン 3 種類になっています。

中央図書館カウンター、またはお電話か
メールアドレス/info@tomakomai-lib.jp へ。
抽選日は１月１２日（水）
内容： 絵本のよみきかせや絵本紹介、読書相談
など行います。

こんなご質問がありました
Ｑ、庭で見かける鳥の名前を知りたい。

✉図書館スタッフより
Ａ、「北海道野鳥図鑑」

ガラス展示コーナー

「街・野山・水辺で見かける野鳥図鑑」
「北海道の野鳥」 等

大人のガチャガチャの世界

8 番の柱の棚の向かい側に鳥類(488)の棚
にあります。木葉が落ちた季節は野鳥を観

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

察するには、いい季節です。ぜひご利用くだ

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

さい。

で、ぜひご覧になってください。

図書館ミニシアター
1/23

1/9 『ボブという名の猫』
103 分/映画/ロジャー・スポティスウッド／監督
ジェームズ・ボーエン／原作，ルーク・トレッダウェイ／出演

『めいたんていラスカル・
かいとうウルフさんじょう！』

30 分 / アニメ
見習いラスカルが名探偵のポーおじさんと一緒に世

ロンドンでプロのミュージシャンを目指すが夢破れ、ホー

界中をとびまわり、事件を解決していく物語。「かいとう

ムレスとなった青年ジェームズ。彼は足をケガした一匹の

ウルフさんじょう!」「あかいヤシのきのなぞ」「とどかな

野良猫(ボブ)を有り金はたいて助ける。以来 2 人はどこへ

いてがみのなぞ」「まいごオバケのなぞ」など 6 話

行くにも一緒、次第にその動向が世間の注目を集めだす。
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※ミニシアターの内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより

