
図書館だより 
平成２４年３月号（第８０号）

 

今月の題字は 

栗沢小１年 

ガットラブ 宇詩さん 

が書きました。 

 

       むくみ   腰痛    

姿勢が悪い  と  リンパの流れがとどこおる  頭痛 

         猫背  お尻が・・  肩こり          

   血行が悪い むくむ  疲れる イライラいいことなし！ 
そ こ で ！  

いろいろおためし健康レッスン   

３月２３日（金）午後１時３０分    

来夢２１図書館研修室     姿勢、コリの解消、そして気持！ 

ストレッチ、マッサージ指導、         ためしてみて、あなたにあったものを 

健康や美容の本をご紹介します。              つづけてみましょう。 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

 ・・・この本、読んでみて・・・ 

素敵な本に 出会えるって、人生においてとっても大切 

「橋をかける 子ども時代の読書の思い出」   美智子／著 

「でんでんむしのかなしみ」  新美南吉／著 

 

児童書の翻訳を手がけられる等、美智子皇后様

が子どもの本と深い関わりを持っておられる事

はご存知ですか？この本は、1998 年の国際児童

図書評議会世界大会で、上映された美智子様の講

演をまとめたものです。テーマは「子どもの本を

通しての平和」。ご自身の幼い頃の読書の体験や、

育児をする中で出会った本を紹介しながら、人間

の心が育まれていく過程をお話されています。心

が曇りがちになった時、つらいのは自分だけでは

ないと、自然に前向きな気持ちになる温かな言葉

がたくさん詰まった本です。 

この中で紹介されている新美南吉の『でんでん

むしのかなしみ』のエピソードに、とても心を打

たれます。これを初めて読んだ時の美智子様は小

学２年生くらいだったそうですが、このお話は不

思議と心の奥底に深く刻まれ、ふとした時に思い

出すようになっていたそうです。 

つらいときは、このでんでん虫のように「自分

だけが大変」と思ってしまいがちです。しかし、

誰もがみな悩みや苦しみを抱えながらも助け合

ったり、気持ちをしっかりと持って悲しみやつら

さに立ち向かって生きているのです。 

申込は来夢２１図書館 

４５－２１０５ 

定員２０名（申込順） 

無料です。 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

歪              堂場 瞬一 

花嫁             青山 七恵 

空中都市          小出鞠 るい 

信長私記           花村 萬月 

花酔い            村山 由佳 

スイングアウト・ブラザーズ  石田 衣良 

酒田さ行ぐさげ       宇江佐 真理 

楽園のカンヴァス       原田 マハ 

無双の花            葉室 麟 

幽霊注意報          赤川 次郎 

東京ミステリー       西村 京太郎 

道化師の蝶           円城 塔 

共喰い            田中 慎弥 

ワン・モア          桜木 紫乃 

ビブリア古書堂の事件手帖 1.2  三上 延 

所轄魂            笹本 稜平 

奇面館の殺人         綾辻 行人 

東雲ノ空           佐伯 泰英 

ピョンヤンの夏休み       柳 美里 

● 和を感じて・・ ● 

京都おみやげ大全       佐藤 紅 

樋口可南子のいいものを、すこし その２ 

田中ひろみの神社に行こう！ 田中 ひろみ 

ふろしき          高岡 一弥 

どはどぶろくのど      本郷 明美 

サライの「茶の湯」大全    熊倉 功夫 

わび、さび、かわいい茶ガールの休日 

東京暮らし江戸暮らし    平岩 弓枝 

嵐山光三郎ぶらり旅     嵐山光三郎 

和食パスタ１００ 「あえる」「のっける」 

 

● 志は高く ● 

経済のことが基礎からわかる本 山口 雅夫 

女性の仕事全ガイド ‘13 年版 

大学生のための「社会常識」講座 松野 弘 

これからの日本人へ     松下 幸之助 

お母ちゃんからもろた日本一の言葉 

コシノ ジュンコ 

 

じっくり楽しみたい豪華な１冊 

『ルーヴル美術館収蔵絵画のすべて』（ディスカバー・トゥエンティーワン/出版） 

 まるで箱のような６．５センチの厚さに、びっくり！ 

ルーヴルの 3000 点を超す永久収蔵絵画、全点のデータを網羅。 

付属のＤＶＤで、作家別の索引や、イタリア絵画、北方絵画 

などカテゴリーから、好きな絵にアプローチできます。 

   

● 他にもいろいろ ● 

『ぴあ』の時代        掛尾 良夫 

あんぽん           佐野 眞一 

父・金正日と私 金正男独占告白 五味 洋治 

夢をかなえる脳        澤口 俊之 

磯野家の相続税       長谷川 裕雅 

雪の結晶図鑑        北海道新聞社 

腕と手をもむと健康になる  大谷 由紀子 

おしゃれの教科書      杉浦 さやか 

ＨＯＭＥ          ＲＩＫＡＣＯ 

私が弁護士になるまで     菊間 千乃 

乙女の美術史 日本編.世界編  堀江 宏樹 

羊どろぼう          糸井 重里 



 

 

 

 

 

 

 

★ゆきだるまのスノーぼうや 

ヒド・ファン・ヘネヒテン 

★ふわふわでんしゃ（えほんのぼうけん） 

ＭＩＲＡ 

★かくかくかっくん 

荒井 洋行 

★バスがいっぱい！ 

そく ちょるうぉん 

★とっておきのあさ 

宮本 忠夫 

★おねしょのせんせい 

正道 かほる 

★ピッピのかくれんぼ 

そうま こうへい 

★ふじさんです 

丸山 誠司 

★しんせつなかかし 

ウェンディ・イートン 

★ぴあのうさぎとみみおばけ 

あきやま ただし 

★おなかのなかの、なかのなか 

あさの ますみ 

★フルーツタルトさん 

さとう めぐみ 

★おすしのうた あじじまんのどじまん 

牛窪 良太 

★とべ！ブータのバレエ団 

こばやし みき 

★としょかんねずみ 

ダニエル・カーク 

★よなおしてんぐ５にんぐみてんぐるりん！ 

岩神 愛 

 

 

 

 

 

 

▼スティーブ・ジョブズ 

パム・ポラック 

▼ディズニー全キャラクター大事典２５０ 

M.L.ダンハム 

▼雪ぼんぼりのかくれ道 

巣山 ひろみ 

▼バーティミアス ソロモンの指輪１フェニックス編 

ジョナサン・ストラウド 

▼図解東京スカイツリーのしくみ 

NHK 出版 

▼炎路を行く者 守り人作品集 

上橋 菜穂子 

▼魔界ドールハウス ナツカのおばけ事件簿 

斉藤 洋 

▼マンガ平家物語 上・下巻 

館尾 冽 

▼黒魔女さんが通る！！part14 

石崎 洋司 

▼ほんとうのフローラ 上・下 

イザボー・S．ウィルス 

▼１４歳のための時間論 

佐治 晴夫 

▼なでしこジャパン 

スポーツ伝説研究会 

▼ヤモリの指から不思議なテープ 

松田 素子 

▼アッチとボンとドララちゃん 

角野 栄子 

▼おばけのバケロンおばけとともだちになりたい！ 

もとした いづみ 

▼髑髏城の花嫁 

田中 芳樹

  



３月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
３月１７日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ３月２４日（土）午後２時～ 

「スープ・オペラ｣ 

 

児童向 ３月１０日（土） 午後２時～ 

「ミッキーの誕生日」 

 

●子ども読書会 
３月３日（土） 午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 
 ３月２３日（金）午後 1 時３０分～ 

 「お気に入りの一冊」 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「新生活応援プロジェクト」 

 

 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

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 
３月８日（木）午後３時～ 

３月２２日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ３月１１日（日）午後１時～ 

    「僕の彼女を紹介します」 

 

児童向 ３月２４日（土）午前１０時３０分～ 

    「ダンボ」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「ディズニーの世界」 

 

 

北村学習交流館 

●本をまるごと楽しもう 
３月６日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「美しい庭」 

 

 

 

図書館カレンダー      ３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 → 


