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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１０月号 

 

今月の題字は 

おうせいくん 

８歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3　　休館日 4 5 6 7 8

9 10　休館日 11 12 13 14 15

16 17　休館日 18 19 20 21 22

23

         30

24

休館日

　       31

25 26 27 28

館内整理日

29

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

レッドイーグルス北海道

ウォーキング＆

パブリックビューイング

13：30～17：00

「WASHIとーく」

18：30～19：30

秋の読書週間

行事絵本パネル展示

「メンドリと赤いてぶくろ」

～11月24日まで

ひとはこ図書館

(幼児～小学生編)

10：00～12：00

ももんちゃんとあそぼう

㏌とまこまい

10：30～12：00

子どもの

本の会

ミニシア

ター

交換展示

鳥取県米子市

～11月24日まで
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細田守の世界を体感できる本 

『細田守の芸術世界』／チャールズ・ソロモン著 

 2022.07〔778.7 ホ〕 

海外でも絶大な評価を得るアニメーション映画監

督、細田守。その作品世界はいかにして創造された

のか。著名な米国アニメーション歴史家が、詳細な制

作プロセスをひもとく。 

 

フェリー就航 50 周年記念 

①  『マスカレード・ゲーム』 

東野 圭吾／著 集英社（９１件） 

②  『もう別れてもいいですか』 

垣谷 美雨／著 中央公論新社(７７件) 

 『夜に星を放つ』 

窪 美澄／著  文藝春秋(７７件) 

③  『同志少女よ、敵を撃て』 

逢坂 冬馬／著  早川書房(６８件) 

④  『おいしいごはんが食べられますように』 

高瀬 隼子／著  講談社（６３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。 
※9月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

試験に出た本 

～このときの作者の気持ちを述べよ～ 

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 

「ゲームから学ぶ AI」      西田 圭介／著 [007.1 ｹ] 

「自分の時間の作り方」      東松 寛文／著 [159 ｼ] 

「今こそ学びたい日本のこと」 蜂谷 翔音／著 [291 ｲ] 

「余計なお世話いたします」 大屋 優子／文 [367.4 ﾖ] 

「366日の美しい昆虫」     ペズル／文ほか [486 ｻ] 

「軍事研究を哲学する」   出口 康夫／編ほか [507 ｸ] 

 

New 一般書新刊案内 

「国鉄」              石井 幸孝／著[686.2  ｺ] 

「隙あらば猫」        町田 尚子／著 [726.5 ｽ] 

「吉原と江戸ことば考」 棚橋 正博／著 [818.3 ﾖ] 

「文豪たちのヤバい手紙」宝島者／出版[910.26 ﾀ] 

「乱鴉の空」            あさの あつこ／著 [F ｱ] 

「新!店長がバカすぎて」     早見 和真／著 [F ﾊ] 

 

※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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『なんでもできる!?』 

五味 太郎／作 

「今日は頭の上に乗りたいな」という

子どものリクエストに、「ま、やってみ

よう…」とこたえる馬。そして、子ども

からはどんどん要望が…。やる気になれ

ば、なんでもできるの? 子どもと馬のか

けあいが楽しい絵本。 

New こどものあたらしいほん 

「自由を求めて冒険へ!」    春間 豪太郎／著 [29 ｼ] 

「これから大人になる君たちへ」 池上 彰／監修[30 ｺ] 

「コンビニ好きな虫のふしぎ」 盛口 満／文・絵 [48 ｺ] 

「きょうりゅうをさがせ!」        講談社／出版 [79 ｷ] 

「漢字が日本語になるまで」 円満字 二郎／著 [81 ｶ] 

「やまの動物病院」 なかがわ ちひろ／作・絵 [913 ﾔ] 

 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 

リベンジ?!がぉーがぉーくまだぞ！ 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

一つのちいさなたまごにすべてをかけた 

『長い長い夜』  

ルリ／作・絵，カン バンファ／訳 

小学館／出版 2022.07 〔92 ナ〕 

 地球で最後の一頭となったシロサイが、その懐で

生まれたペンギンの子に、その最後の力をふりしぼっ

て伝えたかったこととは…。つらくて眠れないような

長い長い夜があったとしても、精一杯生きようという

勇気がわいてくる物語。 

 

文学トンネ子ども文学賞大賞 

 

ぼくには名前がない。でも、ぼくは自分がだれなのか

知っている。名前をもつってことよりもずっと大切なこ

とを教えてくれたのは、3人の父さんたちだ。でも、そ

んな父さんたちには名前があった。ペンギンのチクと

ウィンボ、そして地球で最後の一頭となったシロサイ

のノードン…。ひとつの小さなたまごにすべてをかけ

た生きものたちの命の物語。 

こどものほんのごしょうかい 

～全国の書店員・図書館員から熱視線！～ 

佐藤いつ子さん『ソノリティ』展示 

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。 

 

 

「かみなり」      武田 康男／監修・写真ほか [E ｶ] 

「とんかつのぼうけん」       塚本 やすし／作 [E ﾄ] 

「ペンギンたんけんたい」        斉藤 洋／作 [E ﾍ] 

「めをさませ」               五味 太郎／作 [E ﾒ] 

「3びきのくま」       はせがわ さとみ／脚本 [P ｻ] 

「5分間思考実験ストーリー」 北村 良子／著 [11 ｺ] 

児童書展示 
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図書館ミニシアター 

    10/9【ぼけますから、よろしくお願いします。】      

102分/ 邦画 / 信友 直子/監督・脚本・語り 

 広島県呉市。ドキュメンタリー制作に携わるテレビディレク

ターの「私」に、45歳の時、乳がんが見つかる。母の助けで

人生最大の危機を乗り越えた「私」は、父と母の記録を撮り

始め、少しずつ母の変化にきづいていく…。 

１０/23【ふしぎ駄菓子屋銭天堂 3巻】 

90分 / アニメ / 廣嶋 玲子/原作  

幸運な人だけがたどりつける、ふしぎな駄菓子屋「銭天

堂」。店主の紅子がすすめる駄菓子は、どれもその人の悩

みにぴったりのもの。でも、食べ方や使い方を間違えると

…。 

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、カリウムを多く含む野菜と少ない野

菜を知りたい。 

 

✉図書館スタッフより 

Ａ、「最新ひと目でわかる腎臓病の人のため

の食品成分表」(494.9サ)、「新食品成分

表 2019」(498.5シ)、「色の野菜の栄養

事典」(498.5 イ)などの本に載っていま

す。 

  他にも資料がありますので、８番の柱の泌

尿器科学(494.9)や健康・栄養学(498.5)

の棚をご利用ください。。 

こんなご質問がありました 

 

日時：10月 23日(土) 10：00～12:00 

場所：中央図書館 2階講堂 

定員：25名    対象：幼児～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：小さな箱を図書館に見立てて本を選んだり 

装飾する体験型イベント。じぶん 

だけのとしょかんをつくってみよう！ 

 

『ひとはこ図書館
とし ょかん

・幼児
よ う じ

・小学生編
しょうがくせいへん

』 
～ デコＢＯＸライブラリー 

        ぼくもわたしも図書
と し ょ

かんちょう ～ 

『ももんちゃんとあそぼう㏌とまこまい』 

 
日時：10月 1日(土)  

開演 10:30～12：00 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：40名 (先着順)   対象：幼児と保護者 

申込：受付中 

     中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：絵本作家とよたかずひこさんによる 

講演会。当日、著作をご購入 

サイン会あります。 

秋の読書週間行事絵本パネル 

『メンドリと赤
あか

いてぶくろ』 

 日時：10月 27日(木)～11月 24日(木) 

場所：中央図書館 1階児童コーナー 

内容：作・安東 みきえ，絵・村尾 亘の絵本 

「メンドリと赤いてぶくろ」のパネル展 

 


