
図書館だより 
平成２４年５月号（第８２号）

 

今月の題字は 

日の出小２年 佐藤明日実さん 

が書きました。 

 

●● 

読みやすい本・・ありますか？  ● ●● 
じ・つ・は、中学生・高校生向けの本がオススメです。 

わかりやすい文章表現。ほどよいボリューム感。          文字がおおきめ。 

  最近話題になっている、家族で同じ本を楽しむ             これもうれしい！ 

●｢うちどく（家読）」にもピッタリ！            

●       ●   
みんなで読むと、きもちがつながる。    心にしみる話、世界のことを知る、 

 環境を考える、など内容も充実。 

読んでみてこの１冊     ●             

『おれのおばさん』 佐川 光晴／著（集英社）  ●  

 舞台は札幌の児童養護施設。東京のエリート校に通う中 2 の陽介の父親が突然の逮捕。愛人に貢ぐた

め銀行の顧客の金を横領したのだ。後始末に走り回る母のもとを離れ、施設を運営する伯母のもとに預

けられる。そこにはさまざまな事情を抱えた中学生が暮らしていた。あったかくて泣けるイイ話なのだ。 

● 

『心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師』  ● ● 

今西 乃子／著（金の星社） 

復元納棺師とは、死後肉体に起こる変化を処置し、できる限り生きていた

頃に近い状態に戻す処置をします。津波が奪った母親の、子どもの、大切な

人の面影を生前の姿に戻していく。被災地でボランティア活動をし、死者を

送り遺族たちの心を救ってきた笹原留以子さんの 150 日の記録です。 

 

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

市立図書館から おしらせ     アフリカのおはなしと

ブブブッッックククカカカフフフェェェ 

地域で開く一日図書館です。 

とき ５月９日（水）午後 1 時 30 分～3 時 30 分

会場 サロンからたち（２西２ 北小ビル 1 階） 

 

シニア向けに、趣味や生活に役立つ本を用意し、

貸し出しもいたします。会員以外の方も参加で

きます。 

アフリカンドラム 

とき ５月 13 日（日）午後 2 時～ 

会場 市立図書館 ２階多目的ホール 

出演 いいだともきさんと仲間たち 
  

熱くとどろくドラムとダンス 
感じてアフリカの風！ 

参加無料 くわしくは市立図書館 22-4236 



新 着 図 書 
● 話題の新作 ● 

Happy Ｂox        伊坂 幸太郎 

おれは清麿          山本 兼一 

百鬼夜行 陽 定本      京極 夏彦 

ねえ、委員長         市川 拓司 

高原のフーダニット     有栖川 有栖  

史記 武帝記７        北方 謙三 

パラダイス・ロスト       柳 広司 

氷山の南           池澤 夏樹 

ナミヤ雑貨店の奇蹟      東野 圭吾 

トマト・ケチャップ・ス     東 直子 

鼠、剣を磨く         赤川 次郎 

結婚             井上 荒野 

田中慎弥の掌劇場       田中 慎弥 

猫背の虎 動乱始末      真保 裕一 

言語小説集         井上 ひさし 

夜鳴きめし屋        宇江佐 真理 

破壊者たち 小説･新銀行崩壊   高杉 良 

“あの日のそのあと”風雲録  林 真理子 

巨人たちの落日 上･中･下  ケン･フォレット   

 

● 庭とわたしと・・ ● 

園芸の基本とガーデニングツール 

いまさら聞けない野菜づくりＱ＆Ａ300 

四季の庭を彩るはじめてのクレマチス 

マジカルプランツ 

花と緑と雑貨で作る 

はじめてのベランダガーデン 

花色見本帖 色で探せる花図鑑 

自分でつくるおしゃれで小さな庭 決定版 

ガーデニング DIY ガイド 

クリエイティブ・コンテナガーデン 

紫雨さんのしあわせ色の毎日 

パリ素敵に暮らす庭づくり 

もっと上手に市民農園 

藤田智の野菜づくり大全 

ベランダ菜園セラピー 

DIY でつくる簡単！庭づくり 

小さな日蔭の庭 

絵とき金子さんちの有機家庭菜園 新版 

 

  

            旅 も い・ろ・い・ろ！ 
    ○あの恋愛映画の絶景ロケ地を見る （新人物往来社） 

    ○おひとり温泉の愉しみ 山崎まゆみ／著（光文社） 

    ○愛しのハワイ 赤澤かおり／著（文化出版局） 

  ○桜の名所 <小さな春>見つけた （主婦の友社） 

  ○旅ボン 沖縄編 ボンボヤージュ／著（主婦と生活社） 

 

● 他にもいろいろ ● 

ジワジワ来る□□         片岡 Ｋ 

有元葉子うちのおつけもの    有元 葉子 

百姓が地球を救う        木村 秋則 

夢見る頃を過ぎても歌が    由紀 さおり 

談志の落語 1～9       立川 談志 

鈴木宗男が考える日本      鈴木 宗男 

タイタニック愛の物語      ギル・ポール 

男が泣ける昭和の歌とメロディー  三田 誠広 

尾木ママの教育をもっと知る本  尾木 直樹 

日本の試練          櫻井 よしこ 



 
 

 

 

 

 

 

★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

  

  



５月の行事

市 立 図 書 館 

●本をまるごと楽しもう 
５月１９日（土） 午前１０時３０分～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ５月２６日（土）午後２時～ 

「紙屋悦子の青春｣ 

 

児童向 ５月１２日（土） 午後２時～ 

「おまえうまそうだな」 

 

●子ども読書会 
５月１２日（土） 午前１０時～ 

 

●子どもの本を聴く会 
 ５月２２日（火）午後 1 時３０分～ 

 「宮沢賢治を語ろう」 

 
●図書のミニ展示 
 テーマ 「いのちを見つめて」 

 

 

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ 

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 
５月１０日（木）午後３時～ 

５月２４日（木）午後３時～ 

 

●図書館シアター 
一般向 ５月１３日（日）午後１時～ 

    「スープ・オペラ」 

 

児童向 ５月２６日（土）午前１０時３０分～ 

    「ファーブル昆虫記 

       フンコロガシとサソリ」 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「ときめくガーデン」 

 

北村学習交流館 

 
●本をまるごと楽しもう 

５月１日（火）午前１０時３０分～ 

５月１５日（火）午前１０時３０分～ 

 

●図書のミニ展示 
 テーマ 「スーパー家事術」 

 

図書館カレンダー      ５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 → 


