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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 1土曜日 １１：００～１１：２０ 

      １４：００～１４：２０ 

 

2022年 4月号 

 

今月の題字は 

まおちゃん 

 ５歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4　　休館日 5 6 7 8 9

10 11　休館日 12 13 14 15 16

17 18　休館日 19 20 21 22 23

24 25　休館日 26 27 28　休館日 29 30

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

一日司書体験

受付開始

子どもの

本の会

今月は最終木曜日が

休館日となっております。

図書館文化セミナー

子母澤寛生誕130年記念

「新選組の名を世に広めた作家子母澤寛」

13：30～15：00

ミニシアター
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小説と音楽の新しいかたち 

『はじめての』 

島本 理生、辻村 深月、宮部 みゆき、森 絵都

／著  水鈴社, 2022.2 〔F ハ〕 

テーマは「はじめて〇〇したときに読む物語」。島本

理生、辻村深月、宮部みゆき、森絵都の 4人の直木

賞作家と、“小説を音楽にする”ユニット・YOASOBI

のコラボレーションからうまれたアンソロジー。 

 

三浦綾子 生誕 100 年 

①  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（91件） 

②  『透明な螺旋  ［ガリレオ］ 10』 

東野 圭吾／著  文藝春秋(77件) 

③  『52ヘルツのクジラたち』 

町田 そのこ／著 中央公論新社(67件) 

④  『ミカエルの鼓動』 

柚月 裕子／著 文藝春秋（66件） 

⑤  『三千円の使いかた』 

原田 ひ香／著 中央公論新社（65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。 
※3月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

この春・・・和 

苫小牧高校生直木賞！～私たちの直木賞を決めよう！～ 

 

一般閲覧室・ＹＡ今月の展示 

一般書展示 

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 

「まだ間に合う」             藤崎 一郎／著 [159 ﾏ] 

「一冊でわかるギリシャ史」  長谷川 岳男／監修 [239.5 ｲ] 

「時代の異端者たち」          青木 理／著 [304 ｼ] 

「おやすみアニマル」 ゆかいなどうぶつ編集部／編[480 ｵ] 

「鍛冶屋 炎の仕事人」     田中 康弘／著 [581.7 ｶ] 

「必死すぎるネコ 一心不乱篇」 沖 昌之／著[645.7 ﾋ] 

New 一般書新刊案内 

「幻想花世界」        三谷 ユカリ／著 [748 ｹ] 

「中学英語「再」入門」   澤井 康佑／著 [830 ﾁ] 

「読書セラピスト」  ファビオ・スタッシ／著 [973 ｽ] 

「チェレンコフの眠り」       一條 次郎／著 [F ｲ] 

「燕は戻ってこない」        桐野 夏生／著 [F ｷ] 

「ヒカリ文集」           松浦 理英子／著 [F ﾏ] 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

大人向け本のご紹介 
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『映画プリキュアオールスターズ DXみ

んなともだちっ☆奇跡の全員大集合!』 

 

プリキュアたちの前に次々と現れ

る、ホシイナーやザケンナー、ウザイ

ナーに姿を変えたフュージョン。いっ

たいなぜ? 歴代プリキュアたちが大活

躍する楽しい絵本。 

New こどものあたらしいほん 

「生物がすむ果てはどこだ?」 諸野 祐樹／著 [46 ｾ] 

「地球の危機図鑑」       福士 謙介／監修 [51 ﾁ] 

「君のとなりで。 7」       高杉 六花／作 [913 ｷ 7] 

「さかさまがっこう」        苅田 澄子／作 [913 ｻ] 

「涙と笑いのミステリー」宮部 みゆき／著ほか[913 ﾅ] 

「ぼくらは少年鑑定団!」くすのき しげのり／作[913 ﾎ] 

 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 

めざせ！ともだち 100人！ 

児童書展示 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

ワクワク、イライラ、シクシクって、どこからくるの？ 

『ココロノオクノトオクノオト』 エミリー・チャイルド／

文，マリア・レベデバ／絵，林 木林／訳 

光村教育図書, 2021.02〔E コ〕 

喜んだり、怒ったり、悲しんだり、楽しんだり。この感情

はどこから来るのだろう? 自分であって、自分でない

みたいに感じる時もある。そんな心の動きの不思議

を、視覚的なイメージと詩的な表現で描いた絵本。 

こどものほんのごしょうかい 

外国のペナントとユーロコインたち 

 

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。 

 

 

「ずんずんばたばたおるすばん」ねじめ 正一／文[E ｽ] 

「たまごのうた」                市原 淳／絵 [E ﾀ] 

「てぶ〜くろ」             ガタロー☆マン／作 [E ﾃ] 

「なかよしの犬はどこ?」エミリー・サットン／作・絵[E ﾅ] 

「ぼたもちとこぞうさん」     こが ようこ／脚本 [P ﾎ] 

「もっと生きかたルールブック」     齋藤 孝／監修 [15 ﾓ] 

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 

    4/10【グリーン ブック】      

130分 / 洋画 / ピーター・ファレリー/監督,製作 

1962年、NYの一流ナイトクラブで用心棒を務めるトニ

ーは、黒人ピアニスト、シャーリーの運転手にスカウトされる。

シャーリーは差別の色濃い南部での演奏ツアーを目論んで

いた。2人はグリーンブックを頼りに出発する。 

2018アカデミー賞作品賞・助演男優賞・脚本賞 

4/24 【おしりたんてい 11】 

60分 / アニメ / トロル/原作 

ププッ ワナだらけのジャングル 

レディーにやさしくスイートポテトが大好きな「おしりたん

てい」が、助手のブラウンとともに、事件をププッと解決! お

しりたんていは、かめのこうじまんねんから娘のみどりについ

て依頼をうけるが…。第 34〜36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、長谷川町子さんの亡くなった年を知

りたい。 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、1992年(平成 4年) 

5月 27日・72歳没 

 

「別冊太陽・長谷川町子」(726.1ハ)や参

考郷土室にある「漫画家・アニメ作家人名事

典」(726.1マ)、「漫画家人名事典(726.1

マ)に載っています。ぜひご利用ください。 

こんなご質問がありました 

日時： 5月 1日(日)   

１4時 0０分～１4時 3０分 

場所： おはなしコーナー前 

対象： お子さんとその保護者 

定員： 30名  申込： 直接会場へ 

内容： 小さいお子さんから小学生まで 

楽しめる絵本の読みきかせ。 

 

 

子どもの読書週間記念イベント 

『おはなし広場』 

 

 

 

日時： 4月 23日(土)   

１3時 3０分～１5時 0０分 

場所： 中央図書館 2階講堂 

対象： 一般    

定員： 40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： 子母澤寛(しもざわ かん)生誕 130年を記

念して、前函館市中央図書館館長丹羽秀

人氏に新選組について講演いただく。 

 

 

図書館文化セミナー 

子母澤寛生誕 130年記念 

『新選組の名を世に広めた作家子母澤寛』 

 

ビジネスコーナー 

ビ ジ ネ ス 書          

～人気の良書・必読本～ 


