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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 

 

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 8月号 

 

今月の題字は 

かんなさん 

８歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1　　休館日 2 3 4 5 6

7 8　　休館日 9 10 11 12 13

14 15　休館日 16 17 18 19 20

21 22　休館日 23 24 25 26　休館日 27

28 29　休館日 30 31

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

ルンルン♪雨の日も大好き！

かさをデコデコアレンジしよう！

13：00～15：00

青空こどもとしょかん

10：30～11：30

子どもの

本の会

ミニシアター

本のばくりっこ市

10：00～14：00

朗読とギターの夕べ

16：00～17：00

郷土セミナー・北の出版人プレゼンツ

「ドサンコ出版人たちのホンネトーク」

受付開始

赤ちゃんと楽しむ

絵本ひろば

今月はお休みです。

ICT講座デジタル伊能図

10：00～12：00
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あんなパンからこんなパン！ 

『日本ご当地パン大全 

今も愛される懐かしい味わい』  

辰巳出版／出版 2022.07 〔596.6 ニ〕 

日本全国の「その地域でしか買えない」パン大集

合! 菓子パンや調理パンなどの味や特徴、誕生エピ

ソード、店舗風景などを、カラー写真とともに紹介され

ています。 

 

あつまれ！ドサンコ出版社 

①  『マスカレード・ゲーム』 

東野 圭吾／著 集英社（97件） 

②  『同志少女よ、敵を撃て』 

逢坂 冬馬／著  早川書房(79件) 

③  『奇跡』 

林 真理子／著  講談社(75件) 

④  『もう別れてもいいですか』 

垣谷 美雨／著 中央公論新社（71件） 

⑤  『子宝船』 

宮部 みゆき／著 PHP研究所（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。 
※7月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

平和祈念展示 

閲覧室今月の展示 参考・郷土室今月の展示 

２階エントランス 

「稀書探訪」               鹿島 茂／著 [024.8 ｷ] 

「転身力」                 楠木 新／著 [159.4 ﾃ] 

「世界の絶景に行ってみた。」    詩歩／著 [290.9 ｾ] 

「人との距離を、整える」                 [361.4 ﾋ] 

「もしもカメと話せたら」       ペズル／文 [481.7 ﾓ] 

「自分を休ませる家事」           満月／著 [590 ｼ] 

 

New 一般書新刊案内 

「万博 100の物語」   久島 伸昭／著 [606.9 ﾊ] 

「ミュージアムの教科書」暮沢 剛巳／著 [706.9 ﾐ] 

「ヌマヌマ」       沼野 充義／編訳ほか [983 ﾇ] 

「小さいわたし」            益田 ミリ／著 [E ﾏ] 

「朽ちゆく庭」               伊岡 瞬／著 [F ｲ] 

「殺し屋の息子」          永瀬 隼介／著 [F ﾅ] 

 

※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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『ちびまる子ちゃんの学級文庫』 

さくら ももこ／原作,田中 史子／文 

 

フジテレビ系列で放映中の人気アニメ

「ちびまる子ちゃん」が本になって、また

また楽しめる。ぜんぶで 3つのおはなしが

はいっています。 

New こどものあたらしいほん 

「ごみ清掃のお仕事」       押田 五郎／著 [51 ｺ] 

「ウルトラマンをさがせ!!」                  [79 ｳ] 

「ひらめき!英語迷言教室」   右田 邦雄／著 [83 ﾋ] 

「あそび室の日曜日」     村上 しいこ／作 [913 ﾆ] 

「おかげさまで名探偵」      杉山 亮／作 [913 ﾐ] 

「おもちゃ屋のねこ」 リンダ・ニューベリー／作 [93 ｵ] 

 題字をかいてくれたお友達の 

すきな本を紹介するよ☺ 

えつらんしつこんげつのてんじ 

図書館
としょかん

からはじめるＳＤ
エスディー

Ｇ
ジー

S
ズ

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

こんな子が隣の席にいたら学校へ行くのが楽しみになっちゃうよね 

『タヌキの土居くん』  

富安 陽子／作，大島 妙子／画  

福音館書店／出版 2022.3 〔913 タ〕 

ここは、さんかく山のふもとの小さな小学校。4月の

新学期がはじまった月曜の朝、3年生のアカネちゃ

んが一番のりめざして教室に入ろうとすると、となり

の席には…。のびのび明るく、あっとおどろく、楽しい

お話。 

こどものほんのごしょうかい 

全国の土鈴 ～また旅に行こう！～ 

 

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。 

 

 

「うみでなんでやねん」          鈴木 翼／文 [E ｳ] 

「くみたて」                  田中 達也／作 [E ｸ] 

「よしよしよしおさん」       おおの たろう／作 [E ﾖ] 

「はたらきもののビーバーさん」 河村 誠／作・絵[P ﾊ] 

「ピクチャーペディア」 スミソニアン協会／監修 [04 ﾋ] 

「ヤングケアラーってなんだろう」澁谷 智子／著[36 ﾔ] 
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図書館ミニシアター 

    8/14【美しい夏キリシマ】      

118分 / 邦画 / 黒木 和雄/監督・脚本 

1945年 8月、霧島を望む宮崎の農村。空襲で親友

を見殺しにした罪の意識から、毎日を鬱々と過ごす 15

歳の日高康夫。厳格な祖父・重徳は、そんな康夫を罵る。

ある日、彼は思い切って死んだ友の妹・波に許しを乞い

に行く。 

8/28【凧になったお母さん】 

45分 / アニメ / 竹内 啓雄/監督 / 野坂 昭如/作 

昭和 20年夏。焼夷弾によって街は火の海になった。

カッちゃんとお母さんは公園に避難するが、次第に火が

忍び寄る。熱いと訴えるカッちゃんを、お母さんは汗や涙

で潤すが、体中の水分をすべて与えきってしまい…。 

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、間宮林蔵のことが書いてある本は、

ありますか？ 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、「東韃地方紀行」(292.92 ト)は、本人

が述べた言葉を口述筆記した本になりま

す。あと「間宮林蔵・探検家一代」(292.92

マ)や「未踏世界の探検者 間宮林蔵」

(289.1マ)等の本があります。 

他にもありますので、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：8月 27日(土) 10：00～12:00 

場所：中央図書館 2階リラックススペース 

定員：5名 (先着順)  対象：一般 

申込：受付中 

     中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：デジタル伊能図で当時の伊能忠敬の足取 

りを体験。電子図書館をレクチャー。 

 

ICT講座 デジタル伊能図 

『ｗｅｂで甦る 200年前の日本のかたち』 

 

 

青空こどもとしょかん 

『おひさまのしたで わくわくライブラリー』 

 
日時：8月 11日(木) 10:30～11:30 

場所：出光カルチャーパーク  

(☂雨天時/中央図書館 ２階講堂) 

対象：子どもから大人まで 

内容：青空の下、テーマごとにボランティア団体

さん オススメの本棚が登場します。 

     よみきかせもありますよ。 

 

好きな本を借りることができますよ。 

 

『本のばくりっこ市』 

 日時：8月６日(土) 10:00～14:00 

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 

内容：会場に用意した本と持参したの本を

交換できます。ひとり 10冊以内。   

※百科事典は不可 

 


