
図書館だより 
平成２４年４月号（第８１号）

 

今月の題字は 

中央小５年 川口 拓人さん 

が書きました。 

 

   
ブブブッッックククカカカフフフェェェを開きませんか？ **Book Café ** Book Café**Book 

  
たくさんの本が並んでいると、 わくわく感が・・ 

         パラパラっとめくって、 「あ、これ・・」 

    お友達に 「ねぇ、これ・・」 

   「そう、 それ。 いいのよ」 

        「知ってる？これ」 「なあに、それ？」 

             **Book Café ** Book Café**Book Café**Book Café**Book  
     

ブックカフェは地域で開く一日図書館です。    ３月３日に、ナカノタナⅡで開催された     

ＺＡＷＡマルシェにおまねきいただきました。 

  地域の食事会やサークルなどで         催事場の手作り雑貨やお人形のとなりで、 

ページをめくって、            絵本、料理、手芸や服飾の本を中心に 

おしゃべりしたり ・・          本をならべ、貸し出しもしました。 

お気にめしたら、貸出も。      大きな絵本の読み聞かせ 

                      『９９９ひきのきょうだいのおひっこし』 

                        では、子どもたちの目が◇キラキラ◇        

                        楽しい時間を過ごしていただきました。 

 

**Book Café ** Book Café**Book Café ** Book Café**Book**Book Café ** Book Café** Book  

        読んでみてこの１冊 小さな春を探しに・・・ 

『春の妖精たち スプリング・エフェメラル』 

奥山 多恵子 文・絵   （福音館書店） 

春に小さな草の芽たちがひっそりと咲き、短い

間に姿を消します。スプリング・エフェメラルと

は「春のはかない命」という意味です。繊細な美

しいイラストで描かれている絵本。 

『だって春だもん』 

 小寺 卓矢 写真・文    （アリス館） 

木々の芽やモモンガなどの小さな命が春の訪れ

を喜ぶ様子を生き生きととらえた写真絵本。 

『そらはさくらいろ』 

 村上 康成 作・絵   （ひかりのくに） 

春の桜の木の下で、女の子が寝っ転がり、動物た

ちとみんなで日向ぼっこ。空さんも寝っ転がりた

いなぁと思いますが・・・。 

優しい色合いと春の訪れを感じる

絵本。 

 

くわしくは市立図書館 

２２－４２３６ まで 

お電話下さい。 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

一石二鳥の敵討ち（半次捕物控）佐藤 雅美 

東雲の途         あさの あつこ 

デッドエンド          今野 敏 

紙の月            角田 光代 

散り椿             葉室 麟 

ＰＫ            伊坂 幸太郎 

地層捜査           佐々木 譲 

荻窪シェアハウス小助川    小路 幸也 

朝の霧            山本 一力 

大いなる時を求めて       梁 石日 

ここはボツコニアン     宮部 みゆき 

途方もなく霧は流れる      唯川 恵 

十津川警部陰謀は時を超えて 西村 京太郎 

玉村警部補の災難        海堂 尊 

エンプティスター       大崎 善生 

雲竜              鳥羽 亮 

降霊会の夜          浅田 次郎 

二流小説家    デイヴィッド・ゴードン 

変死体 上・下  パトリシア・コーンウェル 

● 生活応援！ ● 

自分でできる！洋服のお直しとリメイクの本 

お金の鉄則         岩城 みずほ 

住み開き         アサダ ワタル 

福祉用具のちから      岩元 文雄 

今日のうんこ       おおたわ 史絵 

｢女性の薄毛・抜け毛｣お悩み解消ＢＯＯＫ 

家族だけで抱え込まない介護 市川 明壽 

タオル一本でガンコな肩こり・腰痛を治す！ 

絶対！うまくなるピアノのコツ 

日本人はどう住まうべきか?  養老 孟司 

親は知らない就活の鉄則    常見 陽平 

男のガレージ＆工房 DIY で夢をかなえる 

パワハラなんでも相談    金子 雅臣 

いい音を楽しむオーディオ BOOK 

成功する男のファッションの秘訣６０ 

おうちコンロでかんたんにプロごはん 

まいにちシチュー日より 

おとなごはんと一緒に作るあかちゃんごはん 

  

  祝 ご入学・ご入園  準備にお役立て下さい。 

   ○まいにちルンルン通園通学ＢＯＯＫ （日本ヴォーグ社） 

   ○かんたん手づくりマスク （小学館） 

   ○サルビア給食室の園児のお弁当 （文化出版局） 

 ○決定版！幼稚園のおべんとう裏ワザ大事典 （辰巳出版） 

 

● 他にもいろいろ ● 

ほっかいどうお菓子グラフィティー 塚田 敏信 

聞く力 心をひらく３５のヒント 阿川 佐和子 

ささえる医療へ         村上 智彦 

キャシー中島の私のキルト物語 

歌謡曲から｢昭和｣を読む    なかにし 礼 

北海道ランニング大会ガイド 2012 北海道新聞社 

あなたにありがとう 柴田トヨ写真集 

日本人が知らない｢怖いビジネス｣  門倉 貴史 

恩返し 不死鳥ひとり語り     桂 歌丸 

男の子を伸ばす母親は、ここが違う 松永 暢史 

自由にいこう！男着物     鴨志田 直樹 

その後とその前        瀬戸内 寂聴 



 
 

 

 

 

 

 

★教会ねずみとのんきなねこのわるものたいじ 

グレアム・オークリー 

★やまねこのおはなし（こどもプレス） 

どい かや 

★風の島へようこそ 

アラン・ドラモンド 

★空のおくりもの 

マイケル・キャッチプール 

★ジャッキーのゆめ 

あだち なみ 

★もうどう犬リーとわんぱく犬サン 

郡司 ななえ 

★おひさん 

たかべ せいいち 

★ゆうれいのまち（怪談えほん） 

恒川 光太郎 

★タベールだんしゃく 

さかもと いくこ 

★５のすきなおひめさま 

こすぎ さなえ 

★ゆめうりふくろう 

久留島 武彦 

★ありがとう！きゅうしょく 

平田 昌広 

★ハグくまさん 

ニコラス・オールドランド 

★火の話 

黒田 征太郎 

★ノミちゃんのすてきなペット 

ルイス・スロボドキン 

★たからものがいっぱい！ 

こやま 峰子 

 

 

 

 

 

▼ドキドキこわ～い都市伝説 

藤田 晋一 

▼ほんとのおおきさ特別編元気です！東北の動物たち 

小宮 輝之 

▼江戸のなぞ絵 １・２・３ 

岩崎 均史 

▼モーグルビート！ 

工藤 純子 

▼ぼくはオバケ医者の助手！ 

富安 陽子 

▼まじょねこピピほんとうのごしゅじんさま！？ 

中島 和子 

▼空のしっぽ 

名木田 恵子 

▼さくら 原発被災地にのこされた犬たち 

馬場 国敏 

▼ＩＱ探偵タクト桜の記憶（IQ 探偵シリーズ） 

深沢 美潮 

▼よいこになれる！？おばけキャンディー 

むらい かよ 

▼とっておきのはいく 

村上 しいこ 

▼オスカー・ピル 体内に潜入せよ！ 上･下 

エリ・アンダーソン 

▼バーティミアス ソロモンの指輪２ ヤモリ編 

ジョナサン・ストラウド 

▼抵抗のティーバ 

ジャン＝クロード・ムルルヴァ 

▼いろのエンゼル 井上灯美子詩集 

井上 灯美子 

▼えいご・まどさん 

まど みちお

  



４月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
４月２１日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ４月２８日（土）午後２時～ 

「嵐が丘｣ 

 

児童向 ４月１４日（土） 午後２時～ 

「トムとジェリー 恋ははかなく」 

 

●子ども読書会 
４月はお休みです。 

 

●子どもの本を聴く会 
 ４月２０日（金）午後 1 時３０分～ 

 「いわさきちひろの生き方」 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「古典すらすら」 

 

 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

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 
４月１２日（木）午後３時～ 

４月２６日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ４月８日（日）午後１時～ 

    「名犬ラッシー ～家路～」 

 

児童向 ４月２８日（土）午前１０時３０分～ 

    「こびと観察入門 ハナガシラ編」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「きょうも美しく」 

 

 

北村学習交流館 

 
●本をまるごと楽しもう 

４月３日（火）午前１０時３０分～ 

４月１７日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「ペットと暮らせば」 

 

図書館カレンダー      ４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      

  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 → 


