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TRC苫小牧グループ   

〒053-0011 

北海道苫小牧市末広町 

３丁目１番１５号 

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 9月号 

 
今月の題字は 

あんりさん 

11歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

4 5　　休館日 6 7 8 9 10

11 12　休館日 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26　休館日 27 28 29 30

館内整理日

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

「WASHI とーく」

18：30～19：30

ミニシアター

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」

13：30～15：00

子どもの

本の会
バリアフリー上映会

「長いお別れ」

13：30～15：40

図書館de落語

～入船亭扇治のよるらく～

18：00～19：30

ももんちゃんとあそぼう

㏌とまこまい

受付開始

柴田ケイコさんと

ステキなメガネを作っちゃおう♪

13：30～15：00
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撮り鉄、乗り鉄、音鉄！もじ鉄？ 

『日本のもじ鉄』石川 祐基／著 

三才ブックス 2022.03〔686.5 ニ〕 

通勤路線から貨物鉄道やケーブルカーまで、全国

201路線を網羅し、駅名標の文字をすべて採集。の

りば、出口案内はもちろん、東京 2020オリンピック

仕様のサインなど、鉄道のあらゆる書体とデザインを

掲載する。 

 

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（98件） 

②  『もう別れてもいいですか』 

垣谷 美雨／著 中央公論新社(76件) 

③  『同志少女よ、敵を撃て』 

逢坂 冬馬／著  早川書房(73件) 

④  『奇跡』 

林 真理子／著  講談社(69件) 

⑤  『夜に星を放つ』 

窪 美澄／著  文藝春秋（64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。 
※8月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

怒り!!!～私、怒ってます!!～ 

鎮める本図書館にあります。 

一般閲覧室今月の展示 参考・郷土室今月の展示 

２階エントランス 

「日本博物館成立史」     椎名 仙卓／著 [069.0 ﾆ] 

「哲人たちの人生談義」    國方 栄二／著 [131.5 ﾃ] 

「一日乗車券でめぐる京都」  昭文社／編 [291.62 ｲ] 

「死刑について」        平野 啓一郎／著 [326.4 ｼ] 

「災害とトイレ」        日本トイレ協会／編 [518.5 ｻ] 

「応援消費」               水越 康介／著 [675 ｵ] 

 

New 一般書新刊案内 

「ポケモン GOの社会学」 圓田 浩二／著[798.5 ﾎ] 

「呑み込まれた男」エドワード・ケアリー／著[933.7 ｹ] 

「言葉の還る場所で」  谷川 俊太郎／著ほか [E ﾀ] 

「先祖探偵」               新川 帆立／著 [E ｼ] 

「モノクロの夏に帰る」         額賀 澪／著 [F ｲ] 

「あくてえ」                 山下 紘加／著 [F ﾔ] 

 

※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♪ 

一般書展示 
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『逃走中』 

逃走中／原案,小川 彗／著 

気がつくと渋谷にいた小 6の陽人達。

大型ビジョンに<「逃走中」参加者のみな

さまへ>の文字とゲームマスターの姿が! 

突然「逃走中」のゲームに参加すること

になった陽人達は果たして逃げ切ること

ができるのか? 

New こどものあたらしいほん 

「統計グラフのカラクリ」    細水 保宏／監修 [41 ﾄ] 

「すごいゴミのはなし」    滝沢 秀一／文ほか [51 ｽ] 

「食糧危機のサバイバル」 ゴムドリ co.／文ほか[61 ｼ] 

「かくれねこ」              shimizu／作・絵 [79 ｶ] 

「笹森くんのスカート」      神戸 遙真／著  [913 ｻ] 

「トラからぬすんだ物語」     テェ・ケラー／作 [93 ﾄ] 

 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 

ザ ・ 宇
う

 宙
ちゅう

 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

日本人向けのバーチャルサファリツアーも企画 

『サバンナで野生動物を守る』  

沢田 俊子／著 

講談社／出版 2022.７ 〔48 サ〕 

サイの角を切るのも保護活動?サファリガイドって、ど

んな仕事?野生動物たちの様子は?南アフリカ共和

国で働く政府公認サファリガイドの太田ゆかさんが、

南アフリカのサバンナにすむ野生動物たちに起こっ

ている、いろいろなことを教えてくれます。 

こどものほんのごしょうかい 

苫小牧のヒーロー レッドイーグルス北海道 

～図書館は 2022シーズンも応援します～ 

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。 

 

 

「いっしょにあるく」      うえの みえこ／さく・え [E ｲ] 

「おおきくなったら、なんになる?」 刀根 里衣／著[E ｵ] 

「ほっきょくでうしをうつ」       角幡 唯介／作 [E ﾎ] 

「ロケットペンギン」    中川 ひろたか／文ほか [E ﾛ] 

「やらかした時にどうするか」 畑村 洋太郎／著[14 ﾔ] 

「お金と社会のミライ」 あんびる えつこ／監修 [33 ｵ] 

児童書展示 
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図書館ミニシアター 

    9/11【マダム・イン・ニューヨーク】      

134分 / 洋画 / ガウリ・シンデー/監督・脚本 

普通の主婦シャシの悩みは、家族の中で自分だけ英

語が出来ないこと。そんな彼女が姪の結婚式で NYヘ。

広告で見た英会話学校で、仲間と英語を学ぶうちに、夫

に頼るだけの主婦から、ひとりの人間としての自信を取

り戻していく。 

9/25【おしりたんてい 13】 

60分 / アニメ / トロル/原作  

ププッゆきやまのしろいかいぶつ!? 

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! スキーじょうに、ゆきおとこがでたという。たんていと

ブラウンはてがかりをさがす。 

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、モンドセレクションってなあに？ 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、世界各地の企業や国が応募した食品・

飲料・化粧品・ダイエット・健康食品等の幅

広い商品の技術水準を審査し、評価をつけ

優秀な物に賞を授与するベルギーの民間企

業。または与えられるラベルの事。公式 HP

あり。 

  「騙されてはいけない広告コピーカタロ

グ」(674 ﾀ)が 9番の柱・広告(674)の棚

にあります。 

こんなご質問がありました 

 

日時：9月 18日(日) 13：30～15:00 

場所：中央図書館 2階講堂 

定員：30名 (先着順)   対象：幼児～児童 

申込：受付中 

     中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：絵本作家柴田ケイコさんとステキなメガネ

を作るワークショップ。 

 

『柴田ケイコさんと 

すてきなメガネを作っちゃおう♪』 

 

 

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』 

 
日時：9月 3日(土)  

開場：13：00    開演 13:30～15：00 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：50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：北海道の出版社 6社(亜璃西社、共同文 

化社、寿郎社、中西出版、柏艪舎、北海道 

新聞社事業局出版センター)の 

編集者が語る本への情熱 

図書館 de落語 

『～入船亭扇治のよるらく～』 

 
日時：9月 9日(金) 18:00～19:30 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：50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：図書館司書資格をお持ちの 

入船亭扇治さんによる 

落語独演会。 

 


