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TEL ０１４４-３５-０５１１ 

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 

 

よみきかせ（にじのはし） 

第 1土曜日 １１：００～１１：２０ 

      １４：００～１４：２０ 

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 

 

2022年 6月号 

 

今月の題字は 

ゆきなちゃん 

 8歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6　　休館日 7 8 9 10 11

12 13　休館日 14 15 16 17 18

19 20　休館日 21 22 23 24　休館日 25

26 27　休館日 28 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

子どもの

本の会

ミニシアター

図書館を駆け抜けろ！

10：30～11：30

じゅえき太郎＆須田研司

ゆるふわ昆虫フェス

～トークライブ＆スケッチ教室

申し込み受け付け開始
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ヨーロッパの美しさが凝縮 

『いつか旅してみたい花と雑貨でめぐるヨーロッパ』  

2022.03 〔293.08 イ〕 

花咲く路地に誘われるアルザスのおとぎの国、古都

を装飾する繊細なブルータイルの芸術、市場に並ぶ

手織りのキリム…。ヨーロッパ各地の花のある風景と、

手仕事の雑貨を、美しい写真と歴史や情報とともに紹

介する。 

アイヌのむかしばなし 

①  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（82件） 

②  『同志少女よ、敵を撃て』 

逢坂 冬馬／著  早川書房(75件) 

③  『奇跡』 

林 真理子／著  講談社(72件) 

④  『透明な螺旋  ［ガリレオ］ 10』 

東野 圭吾／著 文藝春秋（63件） 

⑤  『三千円の使いかた』 

原田 ひ香／著 中央公論新社（62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。 
※5月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

 

エコライフ～６月は環境月間～ 

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 

「Twitter基本+活用ワザ」 田口 和裕 ／著他[007.3 ﾄ] 

「後悔を活かす心理学」    上市 秀雄／著 [141.5 ｺ] 

「頼朝の武士団」         細川 重男／著 [210.42 ﾖ] 

「財閥のマネジメント史」    武藤 泰明／著 [335.5 ｻ] 

「オオカミの知恵と愛」 ジム・ダッチャー／著他[489.5 ｵ] 

「世界の美しい灯台」  デイヴィッド・ロス／著 [557.5 ｾ] 

New 一般書新刊案内 

「日本のもじ鉄」       石川 祐基／著 [686.5 ﾆ] 

「コボちゃん傑作選」   植田 まさし／著 [726.1 ｺ] 

「日本語の大疑問」 国立国語研究所／著[810.4 ﾆ] 

「黄金虫変奏曲」リチャード・パワーズ／著[933.7 ﾊ] 

「逆転のアリバイ」          香納 諒一／著 [F ｶ] 

「剣持麗子のワンナイト推理」 新川 帆立／著 [F ｼ] 

※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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『かいけつゾロリのドラゴンたいじ  

かいけつゾロリのきょうふのやかた』 

原 ゆたか／作・絵 

月の光に照らされて、ひとつの黒い

影。いじめの修行で旅に出た、あのゾロ

リです。その時、悲鳴が聞こえてきまし

た…。「かいけつゾロリ」シリーズ 2作

品を一冊に。 

New こどものあたらしいほん 

「超ミクロの世界へ」     はば なおゆき／さく [42 ﾁ] 

「大接近!工場見学 1」高山 リョウ／構成・文[51 ﾀ 1] 

「おにごっこ」       伝承遊びを伝える会／著 [78 ｵ] 

「<読む>という冒険」        佐藤 和哉／著 [90 ﾖ] 

「げたばこかいぎ」           村上 しいこ／作 [913 ｹ] 

「絶望鬼ごっこ [18]」      針 とら／作 [931 ｾ 18] 

 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 

たべてげんきッズ！ ～6月は食育月間～ 

児童書展示 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

感動、ときめき、いろどりを束ねた１８枚 

『18枚のポートレイト』  

柏葉 幸子／著，植田 たてり／画 

 理論社／出版 2022.03 〔913シ〕 

日々の暮らしの中に、突然訪れる不思議な出

会い、驚き、感動-。そこから生まれる 18のお話

を集めた作品集。岩手の地で半世紀近く書き続

けてきたファンタジー作家が折々に綴った、現代

の遠野物語。 

こどものほんのごしょうかい 

『虹いろ図書館』ができるまで 

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。 

 

 

「おなまえおしえて」           新井 洋行／作 [E ｼ] 

「ブロロンどろろん」          高畠 那生／作・絵 [E ﾌ] 

「妖怪横丁大運動会」         広瀬 克也／作 [E ﾖ] 

「人生はゲームなのだろうか?」 平尾 昌宏／著[10 ｼ] 

「緒方貞子」                小手鞠 るい／著 [28 ｵ] 

「少年のための少年法入門」山下 敏雅／監修 [32 ｼ] 

～メイキング展 
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図書館ミニシアター 

    6/12【陽のあたる場所】      

122分 / 洋画 / ジョージ・スティーヴンス/製作,監督 

貧しい家に育ち、野心に燃える青年ジョージは、伯父の

工場で職を得る。伯父の邸で会った社交界の花アンジェラ

に心惹かれるが、彼にとっては身分違いだった。その後、彼

は同じ職場のアリスと交際するが、アンジェラと再会し…。 

 

6/26【おしりたんてい 12】 

60分 / アニメ / トロル/原作 

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! 映

画のさつえいがおこなわれるが、そのうらで、はんざいけい

かくが進行していた。 

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、手旗信号が載っている本はあります

か？ 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、「海の訓練ワークブック」(557ウ) 

や「記号の事典」(801.9キ)に載ってい

ます。 

 

「海の訓練ワークブック」は８番の柱(９番

の柱向かい側)船舶工学の棚に「記号の事

典」は 2階参考郷土室にございます。 

こんなご質問がありました 

日時： 6月 17日(金)   １０：００～１０：２０ 

場所： 中央図書館 2階講堂 

定員： ５組 抽選 

申込： ６月１日（水）～８日（水）  

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６月９日（木） 

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：６月５日(日) 10：30～11:30 

場所：☀出光カルチャーパーク 

     ☔中央図書館 2階講堂 

定員：10名 (先着順) 

対象：年長さん～小学 1・2年生 

服装：動きやすい服、走りやすい靴 

持ち物：飲み物、タオル 

申込：受付中 

     中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：団体リレー全国出場経験がある 

     木村さやか先生が走り方のコツを 

     伝授します。 

 

『図書館
と し ょ か ん

を駆
か

け抜
ぬ

けろ！』 

～ミッション 速
はや

く走
はし

るコツを身
み

に着
つ

ける～ 

 

医療コーナー 

健 康 は 食 卓 か ら 

mailto:メールアドレス/info@tomakomai-lib.jp

