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〒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 12月号 

 

今月の題字は 

ゆうまくん 

5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　休館日 20 21 21 23

館内整理日

24

25 26　休館日 27 28 29　休館日 30　休館日 31　休館日

ミニシアター

にじのはし

おはなし

オルゴール

スタッフ

おはなし会

子どもの

本の会

図書館のウラ、のぞけちゃいます

～図書館探検ツアー～

10：30～12：00

ミニシアター

本をなおす教室

10：00～12：00

おやこde工作会

クリスマスオーナメントを作ろう

10：00～12：00

クリスマス

わくわくおはなし会

11：00～11：30

12月29日～1月3日

までは、年末年始休館に

なっております。

赤ちゃんと楽しむ

絵本ひろば

今月はお休みです。
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NO MUSIC，NO LIFE 

『TOWER RECORDSのキセキ』 

櫻井 雅英/著 スタートナウ/出版 

2022.4〔760.9 タ〕 

諸外国で息絶えた音楽メガストア。CDやレコード

は本当にオワコンなのか。なぜ日本の「タワーレコー

ド」だけが生き残ったのか。タワーレコードの軌跡と

奇跡に迫り、日本型レコードビジネスを解剖する。 

 

北 海 道 遺 産 

① 『マスカレード・ゲーム』 

東野 圭吾／著 集英社（８７件） 

『ハヤブサ消防団』 

池井戸 潤／著  集英社（８７件） 

③ 『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(７３件) 

④ 『夜に星を放つ』 

窪 美澄／著  文藝春秋(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(６６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。 
※11月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

異世界に転生しますか？ 

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 

「すごろく読書術」         原 麻衣子／著 [019.1 ｽ] 

「不安ちゃんの正体」      岩田 千佳／著 [141.6 ﾌ] 

「るるぶ桃太郎電鉄」                   [291.09 ﾙ] 

「世界を変えた書物」        山本 貴光／著 [402 ｾ] 

「間取り図大好き!」     間取り図ナイト／編 [527.1 ﾏ] 

「世界のすごい駅」 地球の歩き方編集室／編[686.5 ｾ] 

 

New 一般書新刊案内 

「おうち茶道のすすめ」  水上 麻由子／著 [791 ｵ] 

「10秒スピーキング」 小西 麻亜耶／著 [837.8 ｼ] 

「脚本力」           倉本 聰／著ほか [912.7 ｸ] 

「乱れる海よ」             小手鞠 るい／著 [E ｺ] 

「機械仕掛けの太陽」      知念 実希人／著 [F ﾁ] 

「麻阿と豪」                諸田 玲子／著 [F ﾓ] 

 

※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 

―Yes. ―No. 
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『どんぐりむらのぱんやさん』 

なかや みわ／さく 

どんぐりむらのぱんやさんには、おにいちゃん

の「こっぺ」、いもうとの「くっぺ」というこど

もがいます。こっぺとくっぺは、あした、ぱぱと

ままといっしょにゆうえんちにいくのを、ずっと

たのしみにしていました。ところが、ぱぱに「あ

たらしいぱんができるまで、ゆうえんちにいくひ

をすこしのばしてほしい」といわれ…。 

New こどものあたらしいほん 

「SDGsは地理で学べ」        宇野 仙／著 [29 ｴ] 

「国際会議の大事典」      鈴木 一人／監修 [31 ｺ] 

「出発!乗り物めいろブック」 やまおか ゆか／絵[53 ｼ] 

「おいしい魚ずかん」       上田 勝彦／監修 [66 ｵ] 

「雨の日が好きな人」      佐藤 まどか／著 [913 ｱ] 

「“正しい”を疑え!」           真山 仁／著 [914 ﾀ] 

 
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 

ハッピー クリスマス！ 

 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

おっさん+ワニ＝おばけ？ 

『ワニのガルド』  おーなり 由子／作・絵 

偕成社／出版 2022.07 〔913 ワ〕 

 ある朝、小学 3年生のヒナちゃんの前に、みどり色

の、おっさんのようなワニがあらわれた!ワニはヒナ

ちゃんをおいかけて学校にやってきたが、ワニのす

がたはほかの人には見えないらしい。そのワニは、

さびしい人にしか見えないおばけだというが…。ワ

ニのガルドとヒナちゃんの、おかしくて、あたたかな、

出会いのものがたり。 

 

こどものほんのごしょうかい 

サンタが図書館にやってきた！！ 

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。 

 

 

「うに」                  吾妻 行雄／文ほか [E ｳ] 

「きょうはふっくらにくまんのひ」メリッサ・イワイ／作[E ｷ] 

「どきどきキッチンサーカス」   石津 ちひろ／文 [E ﾄ] 

「ひみつのえんそく」      かわしま えつこ／作 [E ﾋ] 

「どんと来い!三途の川」  折原 由美子／文・画 [P ﾄ] 

「君は君の人生の主役になれ」 鳥羽 和久／著[15 ｷ] 

児童書展示 



4 

 

 

 

- 

 

図書館ミニシアター 

    12/11【バーレスク】      

119分/ 洋画 / スティーヴン・アンティン：監督 

 歌手になる夢を追いかけロサンゼルスに来たアリは、

テスが経営するエンタテインメントクラブ、バーレスク・ラ

ウンジでアルバイトを始める。やがてアリの抜群の歌唱

力とダンスの才能が話題となり、クラブは大盛況を極め

るが…。 

12/25【こねこのぴっち】 

31分 / アニメ / ハンス・フィッシャー：原作  

リゼットおばあさんの家に住んでいる子ねこのぴっち

は、ほかのきょうだいとはちがうことをして遊びたいと思

い家の外へ。ところがアヒルのまねをして池で泳ごうとし

ておぼれてしまいます。 

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、「こけし」について書かれた本は、

あるか？ 

     図書館スタッフより 

Ａ、「こけし図譜」(759.9 ｺ)や「伝統こけし

の本」(759.9 ﾃ) などの本があります。２

階の参考郷土室に「こけし事典」(759.9

ｺ)があります。 

   

他にも資料がありますので９番の柱の人形・

おもちゃ(759)の棚をご覧ください。 

こんなご質問がありました 

 

日時：１2月 18日(日)  10：00～12:00 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：5組 (先着順)    

対象：小学生２年生～中学生とその保護者 

申込：受付中 

     中央図書館カウンター、またはお電話で 

内容：ストローで北欧風飾りを作ります。 

 

 

おやこ de工作会 

『クリスマスオーナメントを作ろう』 
 

『本をなおす教室』 

 
日時：１2月 9日(金)   10:00～12：00 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：５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 

※初めての方優先になります。 

内容：本の修理実践講座 

持ち物：修理したい本 1～2冊 

『図書館のウラ、のぞけちゃいます 

日時：１2月 17日(土)  10:30～12：00 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：20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：普段は入れない閉架書庫の見学や図書

館作業の体験ができます。 

     ※子どもの同伴可ですが、説明 

       作業ともに大人向けです。 

 

 

～図書館体験ツアー～』 

 


