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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 5月号 

 

今月の題字は 

こうだいくん 

 ５歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2　　休館日 3 4 5 6 7

8 9　　休館日 10 11 12 13 14

15 16　休館日 17 18 19 20 21

22 23　休館日 24 25 26 27　休館日 28

29 30　休館日 31

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

生誕百年

三浦文学の魅力

13：30～

子どもの読書週間行事

絵本『ライオンのこころ』パネル展

(～5月26日)

おはなし

広場

ミニシアター

子どもの

本の会

一日司書体験

10：00～12：00
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混ぜるな危険、異色のコラボ 

『地球の歩き方 ムー  異世界の歩き方』 

地球の歩き方 2022.02 〔290.93チ〕 

モアイ像、ピラミッド、ナスカの地上絵…。世界を

旅するガイドブック「地球の歩き方」が、ミステリーマ

ガジン『ムー』的世界の舞台となった場所を紹介す

るガイドブック。折り込みマップ付き。 

三浦綾子 生誕 100年 

①  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（90件） 

②  『三千円の使いかた』 

原田 ひ香／著  中央公論新社(67件) 

③  『透明な螺旋  ［ガリレオ］ 10』 

東野 圭吾／著 文藝春秋(66件) 

④  『ミカエルの鼓動』 

柚月 裕子／著 文藝春秋（62件） 

⑤  『奇跡』 

林 真理子／著 講談社（60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。 
※4月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

今日の空
ソラ

と明日の宇宙
ソ ラ

 

一般閲覧室今月の展示 

一般書展示 

参考・郷土室今月の展示 

２階エントランス 

「独学の思考法」            山野 弘樹／著 [104 ﾄ] 

「裸の大地 第 1部」    角幡 唯介／著 [297.8 ﾊ 1] 

「史料でみる和菓子とくらし」今村 規子／著 [383.8 ｼ] 

「いきもの六法」 山と溪谷社いきもの部／編 [480.9 ｲ] 

「北海道を味わう」        小泉 武夫／著 [596.0 ﾎ] 

「泣きたい夜の甘味処」  中山 有香里／著 [726.1 ﾅ] 

New 一般書新刊案内 

「春」               アリ・スミス／著 [933.7 ｽ] 

「月曜日は水玉の犬」        恩田 陸／著 [F ｵ] 

「遺す言葉」            瀬戸内 寂聴／著 [F ｾ] 

「パンとサーカス」         島田 雅彦／著 [F ｼ] 

「月の王」                 馳 星周／著 [F ﾊ] 

「菜の花の道」         藤原 緋沙子／著 [F ﾌ] 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

大人向け本のご紹介 

情報ぞくぞく！ Twitter 

＠Tomakomai_lib 
チェック＆フォローしてね♪ 
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『世界の自動車大図鑑』 

 

世界の乗用車、SUV、スポーツカー、ス

ーパーカー、トラック、バス、重機、オ

ートバイが大集合!…。世界 30カ国の個

性あふれる自動車 2640 台を、カラー写真

と車両解説で紹介(しょうかい)する。 

New こどものあたらしいほん 

「馬鈴薯と大根」            新沼 友啓／文 [38 ﾊ] 

「ウルトラマン Z ヒーロー&怪獣ずかん」 小学館[77 ｳ] 

「家守神 2」     おおぎやなぎ ちか／作 [913 ｲ 2] 

「クーちゃんとぎんがみちゃん」 北川 佳奈／作[913 ｸ] 

「のはらクラブのこどもたち」たかどの ほうこ／作[913 ﾉ] 

「彼の名はウォルター」   エミリー・ロッダ／著 [93 ｶ] 

 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 

ぼくたちわたしたち！パパっこ宣言！！ 

児童書展示 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

読んでいたらおなかが“ぐぅ”となったよ。 

『あ・さ・ご・は・ん!』  

武田 美穂／作 

ほるぷ出版 2021.12 〔E ア〕 

お米を研いで、炊飯器にセット。スイッチを押した

ら、おみそ汁の材料を切って…。あさごはんができるま

でを、おいしそうなイラストとリズミカルな文章で描く。

読みきかせにぴったりのたべもの絵本。 

こどものほんのごしょうかい 

#缶好きには、たまらない展 

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。 

 

 

「いちといちで」           もぎ あきこ／ぶん [E ｲ] 

「こぐまのともだちはどこ?」ペトル・ホラチェック／作[E ｺ] 

「さくら」              こが ようこ／ぶん・え [E ｻ] 

「ぱなしくん」           柴田 ケイコ／作・絵 [E ﾊ] 

「はるいちばん」             青山 友美／作 [E ﾊ] 

「りぼんちょうだい」      かんざわ としこ／文 [E ﾘ] 
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図書館ミニシアター 

    5/8【バースデーワンダーランド】      

115分 / アニメ / 原 恵一：監督                  

誕生日の前日、アカネの前に突然現れた大錬金術師の

ヒポクラテスとその弟子のピポ。私たちの世界を救って欲し

いと、骨董屋の地下室の扉の先に繫がっていた<幸せな色

に満ちたワンダーランド>へアカネを無理やり連れていく。 

 

5/22【ダーウィンが来た!アフリカ新伝説】 

89分 / ドキュメンタリー / 語り:葵わかな 

哺乳類だけでも 1000種類もの動物がいるアフリカ。壮大

で厳しい自然の中で命をつなぐため、多くの動物たちは「家

族」で暮らします。今回、紹介するのは、過酷な環境を生き抜く

3つのとっておきの「家族」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、酎ハイとサワーの違いを知りたい。 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、ベースとなるアルコールの違い。 

「酎ハイ」は”焼酎ハイボール”の略で焼酎

を炭酸水で割った飲み物。「サワー」はウイ

スキー、ジンなどの蒸留酒にレモンジュース

などを加えて酸味をもたせたカクテル。 

 

広辞苑(813.1 コ)１階カウンターもしくは２

階参考郷土室にて、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)～5月 26日(木) 

場所：１階カウンター前 

申込は不要 直接会場へ 

内容：絵本『ライオンのこころ』のパネル展示 

 

子ども読書週間行事 

絵本『ライオンのこころ』パネル展 

 

日時： 5月 28日(土)   開場 13時 00分 

開演：１3時 3０分～１5時 0０分 

サイン会：15時 00分～ 

場所： 中央図書館 2階講堂 

対象： 一般    

定員： 40名 ・ 先着順  申込： 受付中  

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容： 三浦綾子記念文学館館長 

田中 綾氏による講演会。 

 

図書館文化セミナー(郷土) 

『生誕百年 三浦文学の魅力』 

 

子どもの読書週間行事 

レッドイーグルス北海道選手が 

選ぶオススメ本 

 日時： 4月 29日(金) ～   

場所： 1階 カウンター 

定員： 無くなり次第終了 

内容： 「レッドイーグルス北海道」のアイス

ホッケー選手が選んだオススメ本リ

ストを配布。 


