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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１1月号 

 

今月の題字は 

くうがくん 

６歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7　　休館日 8 9 10 11 12

13 14　休館日 15 16 17 18 19

20 21　休館日 22 23 24 25

館内整理日

26

27 28　休館日 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

「WASHIとーく」

18：30～19：30

ひとはこ図書館番外編

ブックディレクターになりませんか？

10：00～12：00

秋の読書週間行事＆親子読書強化月間

レッドイーグルス北海道選手おすすめ本展示

(～11月30日まで)

～11月24日まで

〇秋の読書週間行事・絵本パネル展

「メンドリと赤いてぶくろ」(10月27日～)

〇交換展示・鳥取県米子市(10月29日～)

子どもの

本の会

秋の読書週間行事

おはなし玉手箱

10：00～12：00

ミニシアター
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デザインで見る家電の歴史 

『レトロ家電デザイン』 

ジェロ・ジーレンス/著、海野桂/訳 

 2022.08〔545.8 レ〕 

1960年代から 1980年代に登場した家電製

品は、生活に役立つように開発されたが、優れたデ

ザインの傑作ぞろいでもあった。ジェロ・ジーレンス

のコレクションをもとに、懐かしく個性豊かな製品の

数々を紹介する。 

 

図書館交換展示 

鳥取県米子市『米子市立図書館』 

①  『マスカレード・ゲーム』 

東野 圭吾／著 集英社（９2件） 

② 『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(７７件) 

③ 『夜に星を放つ』 

窪 美澄／著  文藝春秋(７７件) 

④ 『もう別れてもいいですか』 

垣谷 美雨／著  中央公論新社(６８件) 

⑤ 『ハヤブサ消防団』 

池井戸 潤／著  集英社（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。 
※10月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

月がきれいですね ～恋愛の本～ 

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 

「先入観のタガをはずせ!」      平林 景／著 [159 ｾ] 

「60歳からの山と温泉」    山田 稔／著 [291.09 ﾛ] 

「格差の起源」          オデッド・ガロー／著 [332 ｶ] 

「日本の美しい水族館」 銀鏡 つかさ／写・文[480.7 ﾆ] 

「山手線の名建築さんぽ」 和田 菜穂子／著 [523.1 ﾔ] 

「肉完全バイブル」   山本 謙治／監修ほか [648.2 ﾆ] 

 

New 一般書新刊案内 

「日本語ラップ名盤 100」 韻踏み夫／著 [767.8 ﾆ] 

「小さな言の葉の本」     東 直子／監修 [814 ﾁ] 

「家の本」     アンドレア・バイヤーニ／著 [973 ﾊ] 

「歩きながら考える」      ヤマザキ マリ／著 [E ﾔ] 

「夏日狂想」                 窪 美澄／著 [F ｸ] 

「ええじゃないか」           谷津 矢車／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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『アッチ・コッチ・ソッチの 

小さなおばけシリーズ』 

角野 栄子／さく，佐々木 洋子／え 

アッチはレストランにすんでる食いしんぼ

うのおばけ、コッチはとこ屋さんにすんでる

おしゃれなおばけ、ソッチはあめ屋さんにす

んでる歌の好きなおばけ。アッチ・コッチ・

ソッチのまわりでは、いつでも「ドキドキ」

と「ワクワク」がいっぱいです！ 

New こどものあたらしいほん 

「こども労働法」    山下 敏雅／共著ほか [36 ｺ] 

「考えると楽しい地図」   今和泉 隆行／著 [44 ｶ] 

「名列車透視図鑑」 松島 浩一郎／イラスト [53 ﾒ] 

「土の大研究」         藤井 一至／監修 [61 ﾂ] 

「あきであそぼう」       高橋 京子／監修 [78 ｱ] 

「雨を告げる漂流団地」 石田 祐康／原作 [913 ｱ] 

 
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 

冬はもうすぐ！ 

あったかいものあつまれー!! 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

調べる学習部門中学生の部文部科学大臣賞 

『桃太郎は嫁探しに行ったのか?』  

倉持 よつば／著 

新日本出版社／出版 2022. 〔38 モ〕 

 お姫様を連れ帰ってきている昔話「桃太郎」はある

のか。地域によって桃太郎のお話は違うのか。日本

各地の伝承昔話を読み比べ、一般に知られた桃太

郎を新たな視点で読み解く。 

 

こどものほんのごしょうかい 

集めて楽しいガチャミニチュア 

 

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。 

 

 

「おやすみもみもみ」      ぜんぷく さり／さく [E ｵ] 

「橋の上で」              湯本 香樹実／文 [E ﾊ] 

「へんしんロボット」   あきやま ただし／作・絵 [E ﾍ] 

「ヨルとよる」             あさの ますみ／作 [E ﾖ] 

「まてまてあんぱん」   こまつ のぶひさ／脚本 [P ﾏ] 

「歴史学のトリセツ」      小田中 直樹／著 [20 ﾚ] 

児童書展示 
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図書館ミニシアター 

    11/13【いぬのえいが】      

96分/ 邦画 / 黒田 昌郎：監督ほか 

 “いぬと一緒に暮らすこと”は、毎日が幸せの連続! で

も、ときにはちょっと腹の立つことや、悲しくて泣きたくなるこ

とも。そんな様々なカタチの「いぬ」と「ひと」の愛情に満ち

溢れた 11の物語を、リレー形式で描く。 

11/27【おしりたんてい 14】 

80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! マルチーズしょちょうとチワワしょちょうは、じけんかい

けつのきょうそうをはじめる。 

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、天皇家の家系図が見たい 

 

     図書館スタッフより 

Ａ、「図説歴代天皇 125代」(288.4 ｽ)や

「皇室のボンボニエール」(756.3 ｺ)、「歴

代天皇・皇后総覧」(288.4 ﾚ)などの本に

載っています。 

   

他にも資料がありますので３番の柱の皇室

(288.4)の棚をご覧ください。 

こんなご質問がありました 

 

日時：１１月２０日(日) 10：00～12:00 

場所：中央図書館 2階講堂 

定員：１０名    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：あなたもブックディレクターになって、図書

館の本棚に素敵な展示をしませんか？ 

 

 

『ひとはこ図書館・番外編』 

～ ブックディレクターになりませんか？ ～ 

秋の読書週間行事＆親子読書強化月間 

『レッドイーグルス北海道選手 

オススメ本展示』 

 
日時：１１月 1日(火)～１１月 30日(水)  

場所：中央図書館 １階閲覧室 

申込：直接会場へ 

内容：レッドイーグルス北海道の選手のオスス

メ本のリスト配布・展示。 

     リストは限定１００部、なくなり次第終了。 

秋の読書週間行事 

『おはなし玉手箱』 

 日時：１１月６日(日)  10:00～12：00 

場所：中央図書館 2階講堂 

定員：40名    対象：幼児・児童・一般 

申込：直接会場へ 

内容：ボランティアのみなさんによる、素敵な

読み聞かせのイベントです。 

 

 


