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✉info@tomakomai-lib.jp 
【休館日】 1月 1日（日）～3日（火）、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 

 

2023年 1月号 

 

今月の題字は 

かなたくん 

5歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1　　休館日 2　　休館日 3　　休館日 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16　休館日 17 18 19 20 21

22 23　休館日 24 25 26 27

館内整理日

28

29 30　休館日 31

赤ちゃんと

楽しむ絵本

ひろば

ミニシアター

にじのはし

おはなし

オルゴール
子どもの

本の会

プログラミングで

動かす!ロボット「こくり」

10：30～12：00

スタッフ

おはなし会は

今月お休みです

[本の手帖2023」

カウンターにて配布

ミニシアター

エンディングノートを作ろう

10：00～12：00
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知られざる働きものの紹介本 

『箸置きの世界』 

串岡 慶子／著 平凡社／出版 

2022.9〔596.6 ハ〕 

食卓を彩る箸置きは、小さいけれど実はとても働

きもの。ちょこんと添えるだけで食生活が豊かに変

わります。その効用や使い方、知られざる歴史を、豊

富な図版とともに詳しく紹介します。 

 

北 海 道 遺 産 

① 『ハヤブサ消防団』 

池井戸 潤／著 集英社（91件） 

② 『マスカレード・ゲーム』 

東野 圭吾／著  集英社（80件） 

③  『老害の人』 

内館 牧子／著  講談社(79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(72件) 

⑤ 『夜に星を放つ』 

窪 美澄／著  文藝春秋(６5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。 
※12月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

中央図書館スタッフが選ぶ！ 

2022年度スタッフ賞の本 

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 

「不安ちゃんの正体」      岩田 千佳／著 [141.6 ﾌ] 

「世界の家の窓から」   主婦の友社／編 [290.87 ｾ] 

「マンガでわかる実践MOT!」出川 通／著 [336.1 ﾏ] 

「アイデアとかデザインとか」青木 亮作／著 [501.8 ｱ] 

「ジオラマとねこ」       ジオラマ食堂／著 [645.7 ｼ] 

「めでる張り子」       アトリエおはよう／著[754.9 ﾒ] 

 

New 一般書新刊案内 

「すごい英語音読」       牧野 智一／著 [831.1 ｽ] 

「この父ありて」       梯 久美子／著 [910.264 ｺ] 

「ジャクソンひとり」            安堂 ホセ／著 [F ｱ] 

「秋麗」                           今野 敏 [F ｺ] 

「成熟スイッチ」              林 真理子／著 [E ﾊ] 

「おっぱい 2つとってみた」   阿久津 友紀／著 [R ｱ] 

 

※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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『植物世界のサバイバル 1』 

スウィートファクトリー／文， 

韓 賢東／絵，HANA Press Inc.／訳 

 

小さな島に 1人だけで研究を続けている植物学

者のハク博士。ジオのいたずらで博士の研究中の

薬剤を温室中に撒いてしまい、温室の植物は想像

を絶する速さで数倍の大きさに生長し…。楽しく

読めるサバイバル科学漫画。 

New こどものあたらしいほん 

「すいどう」                百木 一朗／さく [E ｽ] 

「たびする木馬」             牡丹 靖佳／作 [E ﾀ] 

「でんしゃがきた!」         石橋 真樹子／さく[E ﾃ] 

「よるにおばけと」              みなはむ／作 [E ﾖ] 

「くまくんとふわふわくん」 武田 美穂／脚本・絵 [P ﾈ] 

「ねこくんのゆきあそび」  はせがわさとみ／脚本 [P ﾈ] 

 
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 

卯（ウ）ルトラ 

ハッピーニューイヤー 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

こころあたたまるほんわかな絵本 

『そばにいるよ、わたしも』   

スムリティ・ホールズ作・スティーブ・スモール絵 

／化学同人出版 2022.07 〔Ｅ ソ〕 

 仲良しなクマとリスがバンドの練習をしていると、

ニワトリが「私もまざりたい!」とやってきた。ふたり

の仲を邪魔されたくないクマとリスは「3人なんて

多すぎる」とニワトリをのけものにして…。 

「そばにいるよ」の姉妹編。 

 

こどものほんのごしょうかい 

ポチ袋コレクション 

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。 

 

 

「小学生の教養大事典」     佐藤 優／監修 [03 ｼ] 

「荻野吟子とジェンダー平等」    堺 正一／著[28 ｵ] 

「ディエゴ・マラドーナ」   千田 純生／まんが [78 ﾃ] 

「ベランダのあの子」     四月猫あらし／作 [913 ﾍ] 

「ほしとそらのしたで」      矢崎 節夫／作 [913 ﾎ] 

「動物探偵ミア」     ダイアナ・キンプトン／作[93 ﾄ] 

児童書展示 
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図書館ミニシアター 

    1/8【カミハテ商店】      

104分/ 邦画 / 山本 起也：監督 

小さな港町カミハテでひっそりと商店を営む千代の元

に、時折訪れる見知らぬ訪問者たち。それは、店の傍の

断崖で自ら命を絶とうと来た者たちだった。訪問者との

関わり合いの中で、彼女の心が少しずつ変化していく姿

を描く。 

1/22【ねこざかな】 

23分 / アニメ / わたなべ ゆういち：原作  

大きな魚を釣り上げたねこ。食べようとしたら、魚も負け

ずに大きな口を開けて、ねこを飲み込んでしまった。 

すると、ねことさかなが一緒になり…。「ねこざかな」のお

話。 

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、「土偶」のカタログのようなものは

あるか？いろんな土偶が見たい。 

✉図書館スタッフより 

Ａ、「土偶を読む図鑑」(210.25)や「土偶

王国」(212.2) などにたくさんの土偶写真

が載っています。２階の参考郷土室にある

「土偶手帖」(210.25)では、全国のご当地

土偶が紹介されています。 

閉架書庫にも資料がありますので、もっと読

みたい方はスタッフまでお声がけください。 

こんなご質問がありました 

 

日時：１月 14日(土)  10：30～12:00 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：5名 (先着順)    

対象：小学生 

申込：受付中 

     中央図書館カウンター、またはお電話にて 

内容：タブレット一体型ロボット「こくり」を 

動かしながらプログラミングの基本が 

学べる子供向けのワークショップです。 

 

 

『プログラミングで動かす！ 

ロボット「こくり」』 
 

『本の手帖 2023』 

 
日時：１月 4日(水)   9：30～配布開始 

場所：中央図書館 1階カウンター 

部数：200部   対象：一般 

※開館中は随時配布いたします。 

内容：毎年恒例の本の手帖。返却レシートを貼

り付けることで、あなただけの読書記録手帖の

できあがり。今年は 2種類のデザインをご用意

いたしました。 

先着順、無くなり次第終了です。 

『エンディングノートを作ろう』 

日時：１月 29日(日)  10:00～12：00 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：20名 (先着順)    

対象：一般 

申込：1月 4日（水）～ 

    中央図書館カウンターまたはお電話にて 

内容：講師に中瀬信一氏を迎え、エンディング

ノートを作成します。 

 

 


