
図書館だより 
平成２４年１月号（第７８号）

 

今月の題字は 

岩見沢小１年 髙本 陽向さん 

が書きました。 

寒い冬には、カラダがあたたまるものが

ほしくなります。あたたかい飲み物、 

あたたかい食べ物、 

   そしてキモチをあたためるには、こんな本を・・ 

 

『チョコだるま』 真珠まりこ／著 

マルタさんのお店で作られた、チョコレートでできた大きな

雪だるま、チョコだるまはお店の人気者。甘くておいしいホッ

トチョコレートを飲みにくるお客もたくさんやってきます。 

チョコだるまはそんなお店が大好きでした。 

ある日チョコだるまを買いたいというお客があらわれるのですが…。 

思わずうるっ、ときてしまう心温まるお話。 

『豆柴センパイと捨て猫コウハイ』 石黒由紀子／著 

イヌとネコ、一緒に飼って仲良くできるの!? 

普通はそう考えますよね。中の写真を見ればわかります。 

本当の兄弟のような、親子のような。著者が日々の暮らしのなかで

見つけた大切なこと、捨てられて保護された動物たちのこと…色々

考えさせられる、癒される、エッセイ＆写真集。 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●  ○ ● ○ ●  

市立図書館からお知らせ 

ビッグ・ブックとトークでもりあがろう 

 おおきなえほん 
コレクション 

日時 １月 15 日(日) 午前 1１時～  

場所 ２階多目的ホール 

大画面で楽しむ童話「ストーブのふ

ゆやすみ」や、子どもたちの顔より大

きな大型絵本でお楽しみ下さい。 

 

   物を大切に使う気持ちを伝えたい 

 ぶっくクリニック 
日時 １月 28 日(土)午前 10 時 30 分～ 

場所 ２階多目的ホール 

定員 10 名(小学生以上 1,2 年生は大人同伴) 

大切な本、よく使う本にビニルコート

をかけて、丈夫で汚れにくくしましょう。

申し込みは市立図書館まで 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

ヒア・カムズ・ザ・サン     有川 浩 

赤絵そうめん         山本 兼一 

恋する原発         高橋 源一郎 

ジェントルマン        山田 詠美 

極北ラプソディ         海堂 尊 

防波堤（横浜みなとみらい署）  今野 敏 

神様２０１１         川上 弘美 

スウィート・ヒアアフター よしもとばなな 

放蕩記            村山 由佳 

ゴーストハント ７     小野 不由美 

暗闇で踊れ           馳 星周 

ヒート            堂場 瞬一 

精姫様一条（お狂言師歌吉うきよ暦）杉本 章子 

彼女が追ってくる       石持 浅海 

だれかの木琴         井上 荒野 

星月夜            伊集院 静 

夢違              恩田 陸 

密室殺人ゲーム・マニアックス 歌野 晶午 

三国志 第１０巻      宮城谷 昌光 

 

●  食べる、始める ● 

甘い物は脳に悪い     笠井 奈津子 

 食べない人は病気にならない 山田 豊文 

脳からストレスを消す食事  武田 英二 

世界をつなぐあこがれ企業の社員食堂レシピ 

再春館製薬所ニッポンいちの社員食堂 

女子栄養大学のダイエットクリニック 

女子栄養大学の毎日おかず 

早稲田大学途競走部のおいしい寮めし 

「発酵食堂豆種菌」の麹の料理 

麹と酒粕のおいしい食卓 

塩麹と甘酒のおいしいレシピ 

とっておきの保存食 安心手しごと９０品 

しょうが Life からだを温めるしょうが 

薬味の力 しょうが みょうが にんんく 青じそ 

これならできる漢方ごはん 病気・症状を改善 

ナチュラル美人の処方箋ベジごはん 

旬の食材カレンダー 体がよろこぶ！ 

奥薗壽子のやっぱり、豆腐！ 

   こんな古典の読み方もアリ！ 
   『徒然草ＲＥＭＩＸ』 酒井順子／著（新潮社）     

「最近の若いもんは・・・」「人間やっぱり見た目でしょう」不朽の 

名エッセイも、こんな感じで、愚痴や自慢の言いたい放題。現代人と同じじゃないの。 

 『日本人なら知っておきたい日本文学』 蛇蔵＆海野凪子／著（幻冬舎） 

 昼間からいちゃつくカップルに、イラッとくる清少納言。頭がよすぎるのは・・ 

と苦労した頭脳明晰な紫式部。有名な文学者を身近に感じるコミックエッセイ。 

                   

● 他にもいろいろ ● 

１０代の本棚       あさの あつこ 

オトことば。         乙武 洋匡 

「がんばらない」を生きる    鎌田 實 

有元葉子うちのおつけもの   有元 葉子 

夢をかなえる。         澤 穂希 

相性             三浦 友和 

前向き。93 歳、現役。 

明晰に暮らす吉沢久子の生活術 マガジンハウス 

蜷川ファミリー        蜷川 宏子 

京都恋めぐり          杉本 彩 

タマゴマンのもと        坂本 勤 

辞める首相辞めない首相     塩田 潮 



 

い 
 

 

 

 

 

 

★あひるのたまごねえちゃん 

あきやま ただし 

★ねことおもちゃのじかん 

レズリー・アン・アイボリー 

★ぼくのゆきだるまくん 

アリスン・マギー 

★たつくんおむかえドキドキ 

きむら ゆういち 

★おやこペンギン ジェイとドゥのゆきあそび 

片平 直樹 

★ムーサンのたび 

いとう ひろし 

★たまじいちゃん 

そえじま 良子 

★おかあさんとわるいキツネ モンゴルのおはなし 

イチンノロブ・ガンバートル 

★スミス先生とおばけ図書館 

マイケル・ガーランド 

★のはらのおへや 

みやこし あきこ 

★へんしんかいじゅう 

あきやま ただし 

★たかこ 

清水 真裕 

★みずたまちゃん 

林 木林 

★いのちのふね 

鈴木 まもる 

★だいじなだいじなぼくのはこ 

益田 ミリ 

★うばすて山 【かみしばい】 

岩崎 京子 

 

 

 

 

 

▼インド大帝国の冒険 マジック・ツリーハウス 

メアリー・ポープ・オズボーン 

▼クリーニングのももやまです 

蜂飼 耳 

▼１０代の本棚 (岩波ジュニア新書) 

あさの あつこ 

▼イップとヤネケ シンタクラースがやってくる！ 

アニー・Ｍ.Ｇ.シュミット 

▼魔法の泉への道 

リンダ・スー・パーク 

▼ひみつ 

福田 隆浩 

▼グレッグのダメ日記 どうかしてるよ！ 

ジェフ・キニー 

▼ふしぎの森のヤーヤー ブリキ男よしあわせに 

内田 麟太郎 

▼お父さんのバイオリン 

ほしお さなえ 

▼鷹匠は女子高校生！ 

佐和 みずえ 

▼妖精のぼうし、おゆずりします。 

あんびる やすこ 

▼怪盗レッド １～５ 

秋木 真 

▼うらやましやゆうれい 

苅田 澄子 

▼ぞくぞく村のかぼちゃ怪人 

末吉 暁子 

▼賢者ナータンと子どもたち 

ミリヤム・プレスラー 

▼ツチノコ温泉へようこそ 

中山 聖子

 



１月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
１月２１日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
一般向 １月２８日（土）午後２時～ 

「海角七号 君想う、国境の南｣ 

 

児童向 １月１４日（土）午後２時～ 

「こびと観察入門」 

 
●子ども読書会 

１月はお休みです。 

 

●子どもの本を聴く会 
 １月はお休みです。 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「なにこれタイトル大集合！」 

 

 

 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

市立図書館 

春日町２丁目        TEL ２２－４２３６ 

              FAX ２４－７５８０ 

火～金曜日 10:00～19:00 

            土・日曜日 10:00～17:30 

第一小学校図書館 

緑町３丁目         TEL ２２－０４０１ 

        FAX ２２－０４１７ 

           火～土曜日 11:30～17:00 

北村学習交流館 

北村赤川５９３    TEL・FAX  ５６－２５５３ 

             火～金曜日 10:00～18:00 

            土・日曜日 10:00～17:30 

来夢２１図書館 

栗沢町南本町４１      TEL ４５－２１０５ 

         FAX ４５－２１５８ 

火～金曜日 10:00～18:00 

            土・日曜日 10:00～17:30 

 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://lib.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ 

来夢２１図書館 

● 本をまるごと楽しもう 
１月１２日（木）午後３時～ 

１月２６日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 １月８日（日）午後１時～ 

    「地下鉄（ﾒﾄﾛ）に乗って」 

 

児童向 １月２8 日（土）午前１０時３０分～ 

    「きょうはなんてうんがいいんだろう」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「映画・ドラマになった本」 

 

 

北村学習交流館 

●本をまるごと楽しもう 
１月１７日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「あったか気分」 

 

図書館カレンダー      １月 

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     

  の日は休館日です。  

第一小学校図書館は日曜日も休館します。 

 

携帯サイトはこちらから → 

 


