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✉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 

 

2023年 3月号 

 

今月の題字は 

かおりちゃん 

8歳 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

赤ちゃんと

楽しむ絵本

ひろば

おはなし

オルゴール

ボランティア養成講座

10：00～11：30

休館日

スタッフ

おはなし会

にじのはし

館内整理日

ミニシアター

こどもの

本の会

休館日

休館日

休館日

ミニシアター

雑誌リサイクル市

10：00～14：00

3/1 赤ちゃんと楽しむ

絵本ひろば受付開始☆

申込締め切り 3/8
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--図書館の秘密がここに！？ 

『図書館にまいこんだこどもの大質問』 

こどもの大質問編集部／編 

青春出版社／出版 2022.12 〔０１５．９ ト〕 

町の図書館や放課後の図書室には、子どもたちか

ら、じつに多種多様な質問が寄せられている。「おひ

めさまになりたい!」「秘密基地をつくるにはどうすれ

ばいい?」など、59のレファレンス事例を紹介。 

苫小牧の画家 

① 『老害の人』 

内館 牧子／著 講談社（100件） 

② 『ハヤブサ消防団』 

池井戸 潤／著  集英社（８７件） 

③  『教誨』 

柚月 裕子／著  小学館(７7件) 

④  『しろがねの葉』 

千早 茜／著  講談社(72件) 

⑤  『マスカレード・ゲーム』 

東野 圭吾／著  集英社(71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。 
※2月 10日集計分 

予約ベスト  ５ 

 

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 

「児童書作家の思いつき」      杉山 亮／著[019.5 ｼ] 

「人生を深めるおとな聖書」    MARO／著 [193.0 ｼ] 

「宿命」                 安倍 洋子／著  [289.1 ｱ] 

「世界の麵図鑑」 地球の歩き方編集室／編集[383.8 ｾ] 

「もしも恐竜と話せたら」         ペズル／文[457.8 ﾓ] 

「世界一簡単なしないレシピ」       ひろち／著[596 ｾ] 

 

New 一般書新刊案内 

「ねこは液体」 「ねこは液体」調査委員会／編[645.7 ﾈ] 

「名曲喫茶探訪」Webマガジン「ONTOMO」／編[760 ﾒ] 

「作家超サバイバル術!」  中山 七里／著 [901.3 ｻ] 

「お墓、どうしてます?」      北大路 公子／文 [E ｷ] 

「うさぎ玉ほろほろ」          西條 奈加／著 [F ｻ] 

「冬の縁談」               芝村 凉也／著[B F ｼ] 

 

※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 

3 月 12 日は財布の日 

お金を大切にしよう 
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『トコトコさんぽ』 

長野 ヒデ子／作，スズキ コージ／絵

くまさんが さんぽしていると、ふうせんが とん

できました。そこで ふうせんを もって おさん

ぽです。すると、スカーフが とんできました。

そこで ふうせんを もって、スカーフを まい

て、おさんぽです。こんどは、めがねが とんで

きました。つぎつぎと とんでくるものを みにつ

けながら くまさんは さんぽを つづけます。 

New こどものあたらしいほん 

「空気のふしぎ」        荒舩 良孝／構成・文[43 ｸ] 

「ミニトマトずかん」          藤田 智／監修 [62 ﾐ] 

「きかんしゃトーマスキャラクターずかん」       [77 ｷ] 

「いちねんじゅうおばけずかん」 斉藤 洋／作 [913 ｵ] 

「鬼滅の刃 [8]」  吾峠 呼世晴／原作 絵[913 ｷ 8] 

「魔女のなみだのクッキー」 草野 あきこ／作 [913 ﾏ] 

 
図書館にきてくれたお友達の 

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 

賢い子になる本棚 

～プレジデント family～ 

※新刊の内容紹介は、ＴＲＣ ＭＡＲＣより 

素晴らしい夜の冒険へ 

『きみだけの夜のともだち』 

セング・ソウン・ラタナヴァン／作，西加奈子／訳 

ポプラ社／出版 2022.12  〔E キ〕 

 暗闇が怖いガスパール。「夜だけのともだちがい

てくれればなぁ」と思っていたら、小さなネズミが現

れました。そしてふたりは、夜だけのともだちを探し

に冒険へと出かけ…。夜がちょっぴり怖い子どもた

ちへ贈る絵本。 

こどものほんのごしょうかい 

古き良きもの 

～蓄音機とレコード～ 

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。 

 

 

「アナトールとねこ」        イブ・タイタス／さく [E ｱ] 

「おさんぽステッチ」      100%ORANGE／作[E ｵ] 

「すてきないちにち」       かさい まり／作・絵 [E ｽ] 

「フライパンヤァ」              加藤 休ミ／作 [E ﾌ] 

「ゆきじぞう」              重松 彌佐／脚本 [P ﾕ] 

「人類の物語」      ユヴァル・ノア・ハラリ／著[20 ｼ] 

児童書展示 
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図書館ミニシアター 

    3/12【ノー・マンズ・ランド】      

98分/ 洋画 /ダニス・タノヴィッチ：監督 

1993年、ボスニア紛争中。ボスニア軍の兵士チキは負

傷、ボスニア軍とセルビア軍の中間地点の塹壕“ノー・マ

ンズ・ランド”に逃げ込む。そこでは、セルビア軍のベテラ

ン兵士とレニが、死体の下に地雷を設置していた。 

3/26【恐竜超世界 第 2集】 

49分 / CGアニメ /語り:上白石萌音 

超リアル CGで描く恐竜たちの世界。これまで誰も見た

ことのなかったホントの恐竜の姿に迫る。第 2集の舞台

は“海”。海には恐竜とは似て非なる“巨大竜”が君臨し

ていたことが分かってきた。巨大竜たちの壮大なドラマ

を描く。 

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、「どうして男と女がいるのか、冬休

みの自由研究で調べています。なにか本

はありますか？」 

     図書館スタッフより 

Ａ、「人体のふしぎ」(49 ｼ)や「人のか

らだのなぜ」(49 ﾋ) 「遺伝子がわかる」

（46 ｲ）などの本があります。 

※この質問をくれたのは小学生のお子さま

でしたが、大人の方が読んでも「ほほう。なる

ほど！」とわかりやすい本ですよ☆ 

こんなご質問がありました 

 

図書館に行かなくても読書ができる『電子図書

館』。みなさまはもう使ってみましたか？ 

本や雑誌、絵本があるのはもちろんのこと、作業を

しながら本が読める「本の読みあげ機能」、こども

に大人気の「動く絵本」などなど楽しい機能がたく

さん！！利用に必要なパスワードは 

カウンターですぐに発行できます。 

ぜひご活用下さい。 

【使ってみよう！電子図書館】 
 

『雑誌リサイクル市』 

 
日時：3月 25日(土)   10:00～14：00 

場所：中央図書館 ２階講堂 

持ち物：持ち帰り用のバッグ 

申込：不要。直接会場へ。 

※当日整理券の配布は 9：30の開館後、カウ

ンターにて行います。 

内容：図書館で不要になった雑誌を 1人 10

冊まで無料で譲渡いたします。 

『赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば』 

日時：3月 17日(金)  10:00～10：20 

場所：中央図書館 ２階講堂 

定員：5組  (3月 9日（木）抽選)   

対象：0～1歳児と保護者  

申込：3月 1日（水）～8日（水） 

     中央図書館カウンター、または電話、 

メール（info@tomakomai-lib.jp）にて 

持ち物：図書館利用カード、バスタオル 

内容：絵本の読み聞かせや絵本紹介、 

読書相談などを行います。 

 

mailto:info@tomakomai-lib.jp

