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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 7月号 

 

今月の題字は 

とらのすけくん 

 8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 19 20 21 22 23

24

         31

25　休館日 26 27 28 29　休館日 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

パパママ調コン講座

10：30～11：30

13：30～14：30

ボードゲーム FreeDay

10：00～16：00

みんなで知ろう・学ぼう がんのこと

13：30～14：30

子どもの

本の会

じゅえき太郎さん原画展＆ぬりえ展

(～28日まで)

シネマdeおばけ

10：00～17：00

じゅえき太郎＆須田研司

ゆるふわ昆虫フェス

10：00～12：00

調べるマスターになろう！

～三星編～

10：00～12：00
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ゆるかわなカエルがたくさん！ 

『ゆるふわカエル図鑑』 じゅえき太郎／著 

彩図社／出版 2022.5〔726.1 ユ〕 

 

雨を予知できるアマガエル、強力などくをもつヒキ

ガエル、日本一美しいイシカワガエル、木の上に住む

モリアオガエル…。日本各地に暮らすカエルたちを、

フルカラーの漫画で紹介する。 

アイヌのむかしばなし 

①  『マスカレード・ゲーム』 

東野 圭吾／著 集英社（90件） 

②  『同志少女よ、敵を撃て』 

逢坂 冬馬／著  早川書房(80件) 

③  『奇跡』 

林 真理子／著  講談社(74件) 

④  『白鳥とコウモリ』 

東野 圭吾／著 幻冬舎（69件） 

⑤  『もう別れてもいいですか』 

垣谷 美雨／著 中央公論新社（61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。 
※6月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

 

夏を涼しく こわ～い話 

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 

「デジタル依存症の罠」     香山 リカ／著 [007.3 ﾄ] 

「世界を揺るがした聖遺物」 杉崎 泰一郎／著[192 ｾ] 

「ピリカチカッポ」         石村 博子／著 [289.1 ﾁ] 

「マイホーム山谷」        末並 俊司／著 [369.9 ﾏ] 

「人類冬眠計画」       砂川 玄志郎／著 [492.5 ｼ] 

「楽しい文房具 100」     菅 未里／監修 [589.7 ﾀ] 

New 一般書新刊案内 

「和モダンデザイン」  ingectar‐e／著 [674.3 ﾜ] 

「『映える』配色」  iyamadesign ／著 [757.3 ﾊ] 

「日本語名言紀行」      中村 明／著 [810.4 ﾆ] 

「おとぎ話」      ジャン・ティフォン／著 [909.3 ｵ] 

「孤蝶の城」              桜木 紫乃／著 [F ｻ] 

「任俠ショコラティエ」       新堂 冬樹／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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『うみのおばけずかん』 

斉藤 洋／作・宮本 えつよし／絵 

 

月夜の海。とつぜん水の中から、真っ黒

な海ぼうずがザッバーン! 海にはこわ〜い

おばけがいっぱい。でも、このお話を読め

ば大丈夫。こわいけどおもしろい、海のお

ばけのお話 6編を紹介します。 

New こどものあたらしいほん 

「世界の人物大年表」    定延 由紀／訳ほか [28 ｾ] 

「知ってる?体のしくみと発達    アルバ／編著 [36 ｼ] 

「ずかんはたらく微生物」     中島 春紫／著 [78 ｵ] 

「デザインをまねよう!」                     [50 ﾃ] 

「列車で行こう!」        櫻井 寛／写真・文 [68 ﾚ] 

「マスクと黒板」           濱野 京子／作 [931 ﾏ] 

 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 

俺
おれ

たち最強
サイキョー

 ～ゆるふわ昆虫
こんちゅう

フェス～ 

児童書展示 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

「おいしいパンを届けたい」が SDGSに！そして… 

『捨てないパン屋の挑戦 しあわせのレシピ』  

井出留美／著  あかね書房／出版 

2021.08 〔28ス〕 

まきを燃やさないと作ることができない田村さ

んのパンには、何十年も生きてきた木の「いのち」

も受け継がれている-。大量のパンの廃棄に悩

み、「一個も捨てない」ために奮闘するパン職人

を通じて、未来への知恵と希望を描く。 

こどものほんのごしょうかい 

じゅえき太郎
た ろ う

の世界
せ か い

 

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。 

 

 

「あげる」               はらぺこめがね／作 [E ｱ] 

「おとうさんのぼり」     くすのき しげのり／作 [E ｵ] 

「こちらムシムシ新聞社」   三輪 一雄／作・絵 [E ｺ] 

「おばあさんの第三の人生」 上野 明美／文・画[P ｵ] 

「ボイラーのひみつ」  おぎの ひとし／まんが [04 ﾎ] 

「ももちゃんのピアノ」       柴田 昌平／文 [21 ﾓ] 
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図書館ミニシアター 

    7/10【kapiw と apappo】      

1１2分 / ドキュメンタリー映画 / 佐藤 隆之/監督 

北海道阿寒湖アイヌコタンで生まれ、東京で音楽活

動をする姉・絵美と、地元で歌や踊りを披露する妹・富貴

子。そんな姉妹が結成したアイヌ伝統歌のユニット

「Kapiw & Apappo」が、ライブデビューするまでを描

く。 

7/24 「シネマ de おばけ」 

10:00～17:00 

おばけ屋敷の中でこわ～い映画を上映します。 

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 1巻/ふしぎ駄菓子屋銭天堂 2巻

/モンスター・ホテル/ゾンビ・ヘッズを上演予定。 

※「シネマ deおばけ」開催につき、通常のミニシアターは休止。 

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、タロットに関する本はありますか？ 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、「ケルト十字法大辞典」(148.9ケ) 

や「タロットの歴史」(148.9 タ)等の本が

あります。 

1番の柱と 2番の柱の間の「148易占」

の棚にあります。他にも閉架書庫にしまって

ある本もありますので、お気軽にカウンターに

お問い合わせください。 

こんなご質問がありました 

日時：７月２９日(金) １０：００～１2：0０ 

場所：三星本店   ※現地集合・現地解散 

定員：１０組 (先着順)  対象：小学３年生～６年生 

申込：受付中  

中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：三星の工場見学をして夏休みの自由研 

究に役立てよう。調べ方・ 

まとめ方のコツがわかります。 

 

 

『調
しら

べるマスターになろう！』 

～三星
みつぼし

編
へん

～ 

 

日時：７月２３日(土) 10：00～12:00 

場所：中央図書館 2階講堂 

定員：30名 (先着順) 

対象：5歳～小学生 

申込：受付中 

     中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：じゅえき太郎さんと須田研司先生による 

トークライブ＆スケッチ教室。 

サイン会あり。 

 

『じゅえき太郎
た ろ う

さん＆須田
す だ

研司
け ん じ

先生 

ゆるふわ昆虫
こんちゅう

フェス』 

～トークライブ＆スケッチ教室
きょうしつ

＆サイン会～ 

 

 

『夏休み自由研究！ 

調べる学習のためのパパママ向け講座』 

 日時：７月２６日(火) 10:30～11:30 /13:30～14：30 

     ８月 ２日(火) 10:30～11:30 

場所：中央図書館 2階講堂 

定員：各回 20名 (先着順) 

対象：小学生のお子様をお持ちの保護者の方 

申込：受付中  中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：図書館や本を使った自由研究、調べる学習のテーマ

の決め方･結果のまとめ方をわかりやすく教えます！  

７月２６日は調コンカリスマ講師       

     八千代市図書館館長 八木敏仁さん 

     ８月２日は当館スタッフによる講座です。 

 


