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FAX ０１４４-３５-０５１９ 

✉info@tomakomai-lib.jp 

【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 

 

2022年 2月号 

 

今月の題字は 

みずきくん 

６ 歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7　　休館日 8 9 10 11 12

13 14　休館日 15 16 17 18 19

20 21　休館日 22 23 24 25　休館日 26

27 28　休館日

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

ミニシアター

スタッフ

おはなし会

図書館探索・体験ツアー

10：30～12：00

子どもの

本の会

交換展示

宮城県栗原市

(1/29～2/24)
シゲリカツヒコさん

原画展(～3/18)
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ウトナイ湖ラムサール条約湿地登録 30 周年 

①  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（１05件） 

②  『52ヘルツのクジラたち』 

町田 そのこ／著 中央公論新社(92件) 

『透明な螺旋  [ガリレオ] 10』 

東野 圭吾／著  文藝春秋(92件) 

④  『小説 8050』 

林 真理子／著 新潮社（67件） 

⑤ 『北緯 43度のコールドケース』 

伏尾 美紀／著 講談社（63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。 ※1月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

眠らない街苫小牧～警察小説～ 

机の上の世界 

本と DVD と私 

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 

「たのしみノートのつくりかた」杉浦 さやか／著[002.7 ﾀ] 

「天才はみんな「鈍感」さん」  ライフハックアニメーション／著 

[280.4 ﾃ] 

「スマホ脳」        アンデシュ・ハンセン／著[491.3 ｽ]

「サステナ片付けできるかな?」コジマ マユコ／著[597.5 ｻ]

「今日も猫だまり」               なみそ／著[645.7 ｷ] 

「プレイバック NHK大河ドラマ」            [778.8 ﾌ] 

New 一般書新刊案内 

「大谷翔平から学ぶ成功メソッド」児玉 光雄／著[783.7 ｵ] 

「書く習慣」             いしかわ ゆき／著[816 ｶ] 

「シルバービュー荘にて」  ジョン・ル・カレ／著[933.7 ﾙ] 

「偽装同盟」                 佐々木 譲／著 [F ｻ] 

「満天の花」                 佐川 光晴／著 [F ｻ] 

「遺言歌」                  なかにし 礼／著 [F ﾅ] 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

ステキが凝縮された 1 冊！ 

『marimekko プリント作りのアート』 

レアード・ボレッリ=パーソン／著   

青幻舎インターナショナル, 2021.10〔589.2〕 

フィンランドの人々の生活を彩ってきたマリメッコ。こ

れまでマリメッコがたどってきた軌跡とともに、手掛けて

きた数々のコラボレーション、絶えず生み出され続けた

大胆なプリントデザインや色鮮やかなテキスタイルを紹

介する。 

 

今月のオススメ☆大人の本 
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『ばけまつり』 

広瀬 克也／さく 

むらのおしょうさんは、ゆめのおつげ

がよくあたることでゆうめいです。「ど

うぐのおばけのたいぐんがむらにおしよ

せてくるゆめをみたぞ!!」むらびとたち

は、おしょうさんにいわれたとおりに、

おばけをおいだそうとしてみましたが…

…。 

 

New こどものあたらしいほん 

「当たる!カード占い大じてん」マーク・矢崎治信／監修[14 ｱ] 

「北条義時」      加来 耕三／企画・構成・監修 [28 ﾎ] 

「お金ってなんだろう?」 ジェイコブ・フィールド／文[33 ｵ] 

「親を頼らないで生きるヒント」コイケ ジュンコ／著[36 ｵ] 

「昆虫最強王図鑑」       篠原 かをり／監修[48 ｺ] 

「だいとかいのおばけずかん」       斉藤 洋／作[913 ｵ] 

 
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 

からだ・からだ・あれ～ どこだどこだ？ 

ＯＰＡＣ横展示 

本棚展示 

日本って…いいなぁ～ 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

何ごとも早いにこしたことはない！？ 

『ニュートンりきがく for ｂａｂｉｅｓ』  

サンマーク出版,2021.10 〔E ﾆ〕 

これは、めにはみえないふしぎなちからのおはなし。

めにはみえないけれど、ぼくらをちきゅうにすいよせる

「じゅうりょく」。じめんにおいたボールは、いつでも「じ

ゅうりょく」のちからにひっぱられているよ。ニュートン

りきがくをやさしくしょうかいします。 

 

 

こんげつのオススメ☆こどものほん 

「アンパンマンとゆうれいせん」    やなせ たかし／作・絵[E ｱ] 

「おつきさまのスープ」         野中 柊／作[E ｵ] 

「サチコさんのドレス」      桜木 紫乃／さく[E ｻ] 

「なまずにいさん」         穂高 順也／さく[E ﾅ] 

「ピカチュウとはじめてのともだち」    まつお りかこ／作[E ﾋ] 

「ねこのでしになったとら」 津田 真一／脚本 [P ﾈ] 

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 

     2/13 【北斎ミステリー】      

97分 / 監修・解説:安村敏信 / ナビゲーター:内田恭子 

天才絵師、葛飾北斎が残した多くの謎…。その謎の先に

見えたものとは。オランダで発見された 5点の絵画の真相

は。北斎の実娘にして、謎多き天才女流絵師“応為”とは。も

う 1人の北斎の存在に迫る、本格知的美術ミステリー。 

2/27 【うっかりペネロペ】 

ペネロペ、かずをかぞえる編  30分 / アニメ 

うっかりやさんのペネロペは、キュートな青いコアラの女の子。

キャンプに行ったり、みんなで野菜を育てたり。お日様の光をた

っぷりもらった野菜はおいしそうだね、ペネロペ。「ペネロペ、か

ずをかぞえる」ほか、全 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、南極について知りたい。 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、「南極・北極大百科図鑑」(402.9) 

 この本は大型本の棚にあります。 

   

他にも７番の柱・科学探検(402.9)や８番

の柱向かいの地球科学（450）・気象学

（451）・生物誌（462）の棚にあります。ぜ

ひご利用ください。 

 

こんなご質問がありました 

いくつになってもファンタジー ～豆本たち～ 

 

ガラス展示コーナ

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： ２月１８日(金)  １０：００～１０：２０ 

場所： 中央図書館 2階講堂 

対象： 0～１歳児と保護者 

定員： ５組 抽選 

申込： ２月１日（火）～８日（火）  

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２月９日（水） 

持参： 図書館利用カード、バスタオル 

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。 

 

『赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば』 

 

 

日時： ２月５日(土)   

開演： １０時３０分～１２時００分 

場所： 中央図書館 ２階講堂   

定員： １０名（先着順）   

対象： 一 般 

申込： １月１１日(火) ～ 

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容： 普段は入れない閉架書庫の見学・ 

      図書館作業の体験ができます。 

 

『図書館探索・体験ツアー』 

 

mailto:メールアドレス/info@tomakomai-lib.jp

