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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 3月号 

 

今月の題字は 

さちよちゃん 

 ８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 22 23 24 25　休館日 26

27 28　休館日 29 30 31

赤ちゃんと

楽しむ絵本

ひろば

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

ミニシアター

絵本作家

シゲリカツヒコ原画展

( ～3月18日)

市立中央図書館開館70周年記念事業

『ぱんつ！パンツ！Ｐａｎｔｓ!?』

10：00～11：30 サイン会11：30～

子どもの

本の会
図書館文化セミナー

「新選組の名を広めた作家子母澤寛」

受付開始

雑誌リサイクル市

9：30～16:00
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三浦綾子 生誕１００年 

①  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（１01件） 

②  『透明な螺旋  ［ガリレオ］ 10』 

東野 圭吾／著  文藝春秋(85件) 

③  『52ヘルツのクジラたち』 

町田 そのこ／著 中央公論新社(80件) 

④  『小説 8050』 

林 真理子／著 新潮社（64件） 

『ミカエルの鼓動』 

柚月 裕子／著 文藝春秋（64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。 ※2月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

寿司好きですか？ 

税関百五十周年 

苫小牧独自投票！私たちの直木賞を決めよう！ 

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 

「100万回死んだねこ」 福井県立図書館／編著[015.2 ﾋ] 

「結婚の深層」 A.グッゲンビュール=クレイグ／著[152.2 ｹ] 

「海の武士団」            黒嶋 敏／著 [210.4 ｳ] 

「学校組織の解剖学」    鈴木 雅博／著 [374.3 ｶ] 

「疲れないカラダ大図鑑」   夏嶋 隆／著 [498.3 ﾂ] 

「少ないもので料理する」   D・ローホー／著 [596 ｽ] 

New 一般書新刊案内 

「65歳からはじめるスマホ」           [694.6 ﾛ] 

「アニメと戦争」       藤津 亮太／著 [778.7 ｱ] 

「鶴」            夏井 いつき／著 [911.368 ﾂ] 

「母の待つ里」             浅田 次郎／著 [F ｱ] 

「おネコさま御一行」         群 ようこ／著 [F ﾑ] 

「読んで、旅する。」         伊集院 静／著 [N ｲ] 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

闇の力に魅せられし者よ集え！ 

『現代ダークファンタジーの基礎知識』 

ライブ／編著   

カンゼン, 2021. 06〔901.3 ケ〕 

マンガ、ラノベ、アニメなどのダークファンタジー作品

のモチーフになったもの 150項目を、人物、神話・伝

承、妖怪・悪魔、場所、まじないなど 7つのカテゴリに

分けて紹介する。 

 

 

今月のオススメ☆大人の本 
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『ピヨピヨスーパーマーケット』 

工藤 ノリコ／さく 

今日はママとスーパーへお買い物。プリ

ンにチョコレート、みんなの頭の中はお

菓子でいっぱい。なのに…。愛らしい 5

匹のヒヨコが繰り広げる、楽しさいっぱ

いの創作絵本。 

New こどものあたらしいほん 

「ヨーロッパ史入門」        池上 俊一／著 [23 ﾖ] 

「なぜ親はうるさいのか」     田房 永子／著 [36 ﾅ] 

「もこもこコアラ」 ナショナルジオグラフィック／編 [48 ﾓ] 

「学園ミステリー」        恩田 陸／著ほか [913 ｶ] 

「文豪中学生日記」      小手鞠 るい／著 [913 ﾌ] 

「プーさんの戦争」   リンジー・マティック／文 [93 ﾌ] 

 
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 

こどもはかぜのこげんきなこ 

ＯＰＡＣ横展示 

本棚展示 

おいしい、ほん 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

魔女の宅急便の続きのおはなし 

『ケケと半分魔女』 角野 栄子／作 

福音館書店／出版,202２.１ 〔913 マ〕 

子どものころ、心がきんきんとんがっていたケケは、お

となになり、自分を見つめなおして、物語を書くこと

に。主人公の少女の名前はタタ。自分はいつも半分

だと心もとなく思っているタタは、ある日とつぜんひと

りで旅立つ決心をし…。ケケが書いた物語をおさめ

た、「魔女の宅急便」特別編。 

こんげつのオススメ☆こどものほん 

「うちにパンダがいるよ」       唐 亜明／作 [E ｳ] 

「おやつトランポリン」       大塚 健太／文 [E ｵ] 

「こんなかお、できる?」ウィリアム・コール／さく [E ｺ] 

「ぼくはぼくのおいしゃさん」うえだ しげこ／作・絵[P ﾎ] 

「図書館図鑑」         小田 光宏／監修 [01 ﾄ] 

「こども哲学図鑑」      河野 哲也／監修 [10 ｺ] 

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 

    3/13【私はあなたのニグロではない】      

93分 / ドキュメンタリー映画 / ラウル・ペック/監督・脚本 

30代で暗殺された公民権運動のリーダー、メドガー・エ

ヴァース、マルコム X、キング牧師の生き様を追いながら、60

年代の公民権運動から現在のブラック・ライブズ・マターに

至るまでアメリカの人種差別と暗殺の歴史に迫る。 

3/27 【うっかりペネロペ】 

ペネロペ、パリへいく編  35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。楽しくダンスをおどったり、パリにも行ったよ。楽しいこ

とがいっぱいの街なかで、すてきなものと出会えるかな、ペ

ネロペ。「ペネロペ、パリへいく」ほか、全 7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、日本史に出てくる「大宰府」 

とは、何ですか？ 

✉図書館スタッフより 

Ａ、律令制で、筑前国筑紫郡に置かれた役

所の名。九州および壱岐・対馬の二島を管

轄し、また防衛と外交をつかさどっ 

た。「広辞苑」より 

詳しくは「日本大百科全書 14」(031 ﾆ

14)や「日本古代史研究事典」(210.3 ﾆ)

「福岡県の歴史」(219.1 ﾌ)「大宰府探究」

(210.3 ﾀﾞ)等、他にも資料があります。 

お気軽にお問い合わせください。 

こんなご質問がありました 

万 葉 カ ル タ 

 

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： 3月 5日(土)   

ワークショップ １０時００分～１１時 3０分 

サイン会 11時 30分～ 

場所： 中央図書館 2階講堂 

対象： 4歳～中学生   定員： 30名 

申込： 受付中  

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容： 絵本作家シゲリカツヒコさんとパンツのデザ

インをしちゃおう♪ サイン会には絵本購入で

どなたでも参加できます。 

 

 

市立中央図書館 70周年記念事業 

『絵本作家シゲリカツヒコ・ワークショップ 

ぱんつ！パンツ！Pants！？』 

 

 

 

日時： 3月 26日(土) 

9時 3０分～16時 00分 

整理券配布：9時 00分～ 

場所： 中央図書館 ２階講堂   

持参： 持ち帰り用のバッグ 

申込： 直接会場へ 

※当日整理券の配布あり 

内容： 図書館で不要になった雑誌を 

1人 10冊まで無料で譲渡 

いたします。 

 

『雑誌リサイクル市』 

user
スタンプ

user
スタンプ

user
スタンプ


